
16,200円 16,200円 17,280円 18,360円 21,600円 21,600円 22,680円

14,040円 17,280円 16,200円 12,960円 24,840円 10,800円 27,000円

軽くて暖かいモヘヤ混の
ニットジャケットは、カジュアルさの
中にも上品さを演出いたします。
↑〈デュアルヴュー〉
ニットジャケット・・・・・・・・・・・38,880円
アクリル・その他繊維（モヘヤを含む）、40・42
■4階 デュアルヴュー

ハリウッドセレブが“マストアイテム”
として絶大な信頼を寄せるプレミアム
カット アンド ソーンの“スリードッツ”が
お勧めするイチオシニットはいろどり
鮮やかなショールカラーカーディガン。
↑〈スリードッツ〉
ショールカラーカーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,560円
毛・カシミヤ、M・L
■5階 ニューヨークランウェイ メンズ

フランスのスポーツカジュアルブランド
“ラコステ”からリバーシブルで表情が
2通り楽しめるジップカーディガンを
ご提案いたします。
↑〈ラコステ〉
リバーシブルジップカーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円
毛・アクリル、M～LL
■5階 ラコステ

カシミヤならではの柔らかさと
温かさをお楽しみください。
↑〈スキャパ〉
カーディガン・・・・・・・・・・35,640円
カシミヤ100％、38・40
■4階 スキャパ

Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。
※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。

© 2014 ISETAN MITSUKOSHI 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。
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5階〈ハートマン〉10月24日（金）オープン

名古屋栄三越・シモンズ共同企画
名古屋シモンズギャラリー特別ご招待会
●10月24日（金）～27日（月）
　各日午前11時～午後6時
●名古屋シモンズギャラリー

秋の生命保険無料相談会
●好評開催中! 11月30日（日）まで
●9階エムアイカード保険カウンター

歴代米国大統領も愛用したといわれる1877年創業の
アメリカのプレミアムバッグブランド〈ハートマン〉が再登場!
伝統と高い品質を守りながら、進化を続ける新生ハートマンを
ご紹介いたします。

季節の変わり目に生命保険の
見直しをしませんか。
ぜひ、お気軽にご利用ください。

◎お問合せ:名古屋栄三越 6階家具 TEL/052-252-3663(直通)

[ご来店特典]
ご来店のうえ、
ご相談いただいた方に
粗品を差しあげます。

◎お問合せ：TEL/0120-816-949
　受付時間：午前10時～午後6時　募集代理店：株式会社 エムアイカード
　www.micard.co.jp

全商品特別価格にて販売いたします。

[PRESENT]
ベッドお買いあげの方にシモンズ
特製ピローをプレゼントいたします。

[PRESENT]
①ご愛用の〈ハートマン〉アイテムをお持ちください。
　先着20名さまに〈ハートマン〉特製ハンカチをプレゼント。
②100,000円以上お買いあげの方、先着10名さまに
　〈ハートマン〉コインケースをプレゼント。

好
評
開
催
中
! 

10
月
28
日（
火
）ま
で  

各
階

フランス発のおしゃれブランド
〈ザディグ エ ヴォルテール〉からビッグシルエット×
凹凸感が今年らしいニットコートをご紹介いたします。
↑〈ザディグ エ ヴォルテール〉
ニットコート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,440円 
アルパカ・その他繊維、XS・S・M
ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円 綿100％、XS・S・M　
スカート・・・・・・・・・・・・・・・20,520円 綿100％、34・36・38
■3階 ザディグ エ ヴォルテール

世界的ニットブランド“ZANONE（ザノーネ）”の傑作モデル
“TOKYO”に、秋冬の新定番ホワイトデニムをコーディネート。
上品な大人カジュアルをご提案いたします。
↑〈ザノーネ〉
ミドルゲージカーディガン（TOKYO）・・・・・・59,400円
毛100％、46・48
〈ヤコブ コーエン〉
ホワイトデニム・・・・・・・39,960円 綿・ポリウレタン、29～31
〈フィナモレ〉
シャンブレーシャツ・・・・・・・・・・34,560円 綿100％、M・L
■5階 ニューヨークランウェイ メンズ

三越伊勢丹共同企画

三越の
スーツ・コート

大きなサイズも充実の品揃え。
キング&トールサイズスーツ

ウエスト95～115cm、身長185～195cm前後のサイズにも対応。
19,440円から

スーツお引き取りキャンペーン開催!
期間中、クローゼットに眠っているスーツ（ジャケット＋スラックスのセット）をお持ちいただいた方に、1セットにつき1枚「三越 秋の紳士ファッション大市」会場及び
5階紳士フロアで11月3日（月・祝）までご利用いただける「お買物ご優待クーポン1,000円分」をお渡しいたします。
※ご優待クーポンのご利用は1回のお買いあげ金額が10,800円毎に1枚ご利用いただけます。（工料・送料等一部除外品がございます。）※引き取り点数はお一人さま5セットまで。※詳しくは会場係員にお尋ねください。

トレンドのスリーピース!
人気のインポート服地使用スーツ!
2パンツスーツが

37,800円
27,000円から

－インポートシューズ－

好評開催中! 11月3日（月・祝）まで

三越 秋の
紳士ファッション大市

700点大放出!

7階催物会場〈第1会場最終日午後6時終了〉第1会場

5階ファーストサロン第2会場

5階ゴルフサロン・スタイルコート＃5第3会場

（パーソナルオーダー・オーダーシャツ）

よりどり

2着
よりどり

2着
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SHIRTS

TIE

ドレスシャツ
よりどり2点

5,400円
素材・サイズ各種

ネクタイ
 よりどり2点

4,104円
素材各種

有効期間／平成26年10月22日（水）～11月3日（月・祝）
●上記期間中、名古屋栄三越 7階「三越 紳士ファッション大市」会場・5階 紳士フロアにてご利用
　いただけます。（7階会場の最終日午後6時終了。星ヶ丘三越・ラシックではご利用になれません。）
●1回のお買いあげ金額が税込10,800円毎に1枚ご利用いただけます。
●複数ショップの合算でのご利用はできません。 

三越伊勢丹共同企画
三越 秋の紳士ファッション大市 特別企画

名古屋栄三越
ご利用限定

スーツお引き取りキャンペーン お買物ご優待クーポン見
本

●好評開催中! 11月3日（月・祝）まで 
●5階北エスカレーター横特設会場〈最終日午後6時終了〉

※写真はイメージです。

各種合計
2,000着

［Y・A・AB・BB体/3～8号］

ハロウィンフェスティバル!
●好評開催中! 10月31日（金）まで   ●7階キッズフロア

（無料）OBAKE de BINGO

チョコレート・クッキー・キャンディ・
マシュマロを詰め合わせました。
〈モロゾフ〉
eジャック オ ランターン
（オレンジ）・・・・・・・・・12個入 648円
w①ハロウィーンナイト
・・・・・・・・・・・・・・・・・19個入 1,080円
②オクトーバーハピネス
（ゴーストン/クローニャ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12個入 540円
■地下1階 モロゾフ

●10月25日（土）・26日（日） 各日午前11時～午後7時 
※小学生以下のお子さまに限ります。
※ビンゴカード用紙のお渡し・プレゼント受付は7階ぷちりおんカウンターとなります。

ハッピー×スウィートなハロウィンを楽しもう！
●好評開催中! 10月31日（金）まで
●地下1階食品フロア

スウィー
トな

ミニバッ
グ！

窓をあ
けてお

菓子を

取り出
しなが

ら子ネ
コを

探して
遊んで

ね！

ジャックオ
ランターン

に

お菓子がい
っぱい！

〈三重 T2の菓子工房〉
チョコレートつかみ取り（無料）
各日先着20名さまにチョコレートの
つかみ取りに挑戦していただけます。
●10月25日（土）・26日（日）・30日（木）・31日（金）
●地下1階サカエクリスタルプレイス
※小学生以下のお子さまに限ります。お一人さま1回限り。

②

①

合言葉を言ってスタンプをもらおう!かわいいお菓子ももらえるよ!
●10月25日（土）・26日（日）・31日（金）
●地下1階各ショップ
●スタンプラリーシート配布場所/7階キッズガーデン
※各日数に限りがございます。
※詳細は係員にお尋ねください。
※小学生以下のお子さまに限ります。

トリック オア トリート
スタンプラリー開催!!合言葉は、「Trick or Treat !」

※写真の商品は一例です。品切れの節はご容赦ください。

ビンゴカードをもらい、全館をまわってチェックポイント
や各フロアにいる仮装スタッフからスタンプをもらおう。
タテ・ヨコ・ナナメいずれか一列そろったらBINGO！
お菓子がもらえるよ！

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。


