
目尻のラインが
描きやすい

オリジナル形状の
フェルトチップ。

M・A・Cテクニック メイクアップセミナー　

秋の

コスメティックフェスタ

ブルーグリーンと
黒が溶け合う、
ネオニュアンス
ブラック。

   〈カネボウ ルナソル〉
シェイプデザイニング リクイド 
アイライナー 02・・・・・・2,700円 

お問合せ TEL/052-252-1743

　〈シュウ ウエムラ〉TSUYA ローション（150ml）・・・・・・・・・・・5,184円
お問合せ TEL/052-252-1693

潤いのあるもっちりとした肌へ。

　〈クリニーク〉スマート カスタム リペア セラム（50ml）・・・15,660円
お問合せ TEL/052-252-1729

　〈ドクターシーラボ〉ジェノマー 3Ｄセラム（38ml）・・・・・・・12,960円
お問合せ TEL/052-259-7350

お問合せ TEL/052-252-1730

　〈アルビオン〉薬用スキンコンディショナー エッセンシャル（165ml）・・・5,400円
お問合せ TEL/052-252-3163（医薬部外品）

　〈資生堂〉アルティミューン パワライジング 
コンセントレート（50ｍl）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

お問合せ TEL/052-252-1746

   〈ポール ＆ ジョー〉
リップ スティック（リフィル） 212
・・・・・・・・2,160円

リップ スティック ケース CS
・・・・・・・・1,080円 

お問合せ
TEL/052-252-1421

   〈ゲラン〉
KISSKISS 
リップ スティック 368
・・・・・・4,536円 

お問合せ
TEL/052-252-3227

   〈アナ スイ 
コスメティックス〉
リップ スティック Ｖ 402
・・・・・・3,024円 

お問合せ
TEL/052-252-3211

   〈NARS〉ナイトシリーズ アイライナー 8028・・2,376円 
お問合せ TEL/052-252-1278

   〈THREE〉シャドウライニング
パフォーマンス アイライナー 05・・3,024円 

お問合せ TEL/052-252-1217

   〈NARS〉デュオ
アイシャドー 3900・・4,536円 
お問合せ TEL/052-252-1278

   〈アトリス〉
パターンオーダードレス
・・・39,800円から
お渡し時期：4～6週間後
※写真はイメージです。　

    〈マドラス〉
メンズ・・・・・20,520円から
レディス・・・21,060円から
牛革
サイズ：メンズ/24.0～27.0cm
            レディス/22.0～24.0cm
※商品のお渡し時期：約2カ月後

    〈ちゃけちょけ〉
オーダー婦人靴・・・各22,464円
承りサイズ：22.0 ～ 25.0cm、ヒール色：全5色、
素材：スムース・エナメル・スエード、カラー：全30色
お渡し時期：約4週間後
お問合せ　TEL/052-252-3611（担当：宮地）

■2階 婦人靴　

    〈サルトル〉ジョッキーブーツ
●フレンチカーフ・・・162,000円
●キップ・・・・・・・・・・・106,920円
承りサイズ：22.0～24.5cm
お渡し時期：2015年1月末予定
※写真はイメージです。
お問合せ　TEL/052-252-3611（担当：石川）

●8月20日（水）～9月2日（火）　●地下2階・1階・3階・6階

アイメイクで作る 
秋メイク
今シーズンは、カラーアイライナー
＋スモーキカラーのアイシャドーに注目！

秋 肌 対 策 ！
限定スキンケアセットや美容液で、
素肌も髪も着替えよう。

メイクアップセミナー

〈レペット〉フレグランスイベント

it’s new 『made to order』
自分好みを選ぶ楽しさ！この秋トライしてほしい秋のオーダー企画をあつめました。

会員さま限定 お買いあげプレゼント

※ご利用の際は、「NAGOMI CLUBカード」をご提示ください。
※お一人さま1点限り。※なくなり次第終了とさせていただきます。

BOBBI BROWN カラーブュッフェセミナー
～カラーを楽しんで新しい自分を～

●8月20日（水）からご予約開始（要予約） ●会場：8階特設会場　
●定員：各回10名さま　

新しい香りの発売を記念してイベントを開催。バレエの華やかな世界と期間中のみの
プレゼントをぜひお楽しみください。

●8月20日（水）～26日（火） ●会場：三井住友銀行玄関口化粧品イベントスペース

香水瓶をモチーフにしたユニ
ークなヒールと本体の組み
合わせが選べる、ヒールパン
プスのオーダーを承ります。

ジャージー素材のドレスをお好み
のプリントとデザインから選んで
いただけます。

お好みの革・ステッチ・紐のお色
を組み合せてオリジナルな1足を
お作りいたします。レディスも承り
ます。

人気のバックベルトジッパータイプを、素材に
こだわったフレンチカーフ3色とキップ12色、
計15色からお選びいただけます。

漆黒の中に
散りばめられた
マイクロパールの

煌めき。

〈アルビオン〉
スキン
コンディショナーキット
・・・・3,780円

〈エスティ ローダー〉
パワフル リンク 
セット
・・・・12,960円

〈ハウスオブローゼ〉髪診断
8月31日（日）までの期間中、
マイクロスコープを使った
頭皮診断をいたします。

要予約

EVENT 参加費無料

秋の

肌から秋に着替えよう

光と闇のコントラストを生みだす
メタリックアイシャドー。

2色の重なりが洗練された目もとを演出。

なめらかで自然な色と艶が特徴。 クリーミィーな
テクスチャーと
サテンのような
艶やかな仕上がり。

つけたての鮮やかさと、
うるおい感が
持続する流れ星型
リップ スティック。

スキコンの魅力をお得にお試しいただける
特別な限定キット。〈エスティ ローダー〉がおすすめする最適な化粧水、

美容液とモイスチャライザーのスペシャルサイズがセットに。

   〈レペット〉名古屋三越レペット限定セット 
・・・・・・・・・・・・・・・・・【50セット限り】8,640円
内容：○レペット オードトワレ 50ml ○オードトワレ ミニチュア 5ml　
○オードトワレ ロールオン 10ml 

お問合せ TEL/052-252-3414

●8月20日（水）から　●各階

ダメージを受けにくい肌をめざす方に。
　〈エスティ ローダー〉マイクロ エッセンス ローション（150ml）・・・12,420円

紫外線の影響を受けた肌や乾きがちな肌に潤いを与えサポート。

一人ひとりの肌に向き合うスマートな美容液。

うるおいとはりのある若々しい印象へ導く美容液。

肌本来の美しさを引き出す美容液。

髪の内側と髪の表面を2つのアプローチでしっとりサラサラな髪へ導きます。

　〈ハウスオブローゼ〉ハーブヘアエッセンス
パーフェクトリペア（120ml）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円

お問合せ　TEL/052-252-1805

お問合せ TEL/052-238-7078

〈ボビイ ブラウン〉森本 浩平
お問合せ　TEL/052-252-3308

三越伊勢丹限定モデル

初登場

午前11時～午前12時半・午後3時～午後4時半

モデル使用アイテム

モデル使用アイテム

モデル使用アイテム

   〈カネボウ ルナソル〉デュアル
コントラスティングアイズ EX04・・3,780円 

お問合せ　TEL/052-252-1743

   〈コスメデコルテ〉AQMW
グラデーション アイシャドウ 051・・6,156円 

お問合せ TEL/052-252-1726

4つの質感でグラデーションが描きやすい
アイシャドウ。

8/22（金）新発売

8/21（木）新発売

8/22（金）数量限定発売

数量限定発売中

数量限定発売中

数量限定発売中

8/22（金）数量限定発売

■5階 紳士靴

■3階 婦人服特設会場

■2階 婦人靴

9/6（土）

午前11時～・午後3時～（各回約90分）9/7（日）

今すぐはじめる 

アイライナー

リップ

アイシャドー

スキンケア

8/22（金）新発売

8/22（金）新発売

9/1（月）新発売 ご予約受付中！

内容：○マイクロ エッセンス ローション150ml（現品）　
○マイクロ エッセンス ローション 30ml　
○アドバンス ナイト リペア 7ml
○アドバンス タイムゾーン ナイト クリーム 14g
○ポーチ

期間中、1回のお買いあげ金額が12,960円以上の方
先着1,000名さまに、〈ロータス〉ポケットカラメル
ビスケット（120g）をプレゼントいたします。

3F 2F
2F 5F

●8月20日（水）～26日（火） 
●1階コスメティックワールド、地下2階ドクターシーラボ・ハーバー・アユーラ・ネイルズユニークアルティミッドUS、
  3階アナスイコスメティックス、6階サンテ/ナチュレ

期間限定販売：
8月20日（水）～26日（火）

期間限定販売：
8月20日（水）～9月2日（火）

期間限定販売：
8月20日（水）～26日（火）

期間限定販売：
8月20日（水）～26日（火）

内容：○薬用スキンコンディショナーエッセンシャル 
医薬部外品 110ml　
○薬用スキンコンディショナー エッセンスペーパー
マスクP 医薬部外品 2.5ml×5包（ミニマスク）
○スキンコンデイショナー フェイシャルソープＮ 15ｇ

2014  8/20 水

営業時間／午前10時－午後8時。 名古屋三越栄店｜

nagoya.mitsukoshi .co. jp名古屋栄三越ホームページでは、名古屋栄三越が発信するチラシ・カタログがご覧いただけます。

店舗休業日の
お知らせ

名古屋栄三越・星ヶ丘三越は、8月19日（火）を店舗休業日と
させていただきます。ラシックは休まず営業いたします。


