
うっとり
たっぷりの栗に豪華な見た目に

うっとり
うっとり

大きく成長した煎茶の葉を、焦がさないよ
うじっくり焙じると綺麗な赤茶色に。かぐわ
しい香りもこの焙煎によって生まれます。

かぐわしい

〈ブランシュネージュ〉フェア

  〈クラークス〉
①シューズ・・・16,200円　牛革
②パンプス・・・15,120円　牛革
③ショートブーツ
・・・・・・・・・・・・・22,680円　牛革

  〈ブランシュネージュ〉
コンパクトミラー
・・・・・・・・・・・・・・1,620円から

●10月29日（水）～11月4日（火）
●地下2階ファッションパーツ

「ブランシュネージュ」と
は、フランス語で「白雪
姫」のこと。毎日使う鏡を、
可愛くおしゃれな一品に
買い替えませんか？

〈クラークス〉フェア
●10月29日（水）～11月11日（火）
●2階婦人靴
英国を代表するシューズブランド〈クラークス〉。今シーズン
のテーマ「北欧」をイメージした、ナチュラル＆リラックス
シューズをご提案します。

山の幸、海の幸
鼻をくすぐる

香り豊かな秋グルメ

秋の味覚の松茸御飯に焼魚、煮物、
甘味も入った秋を彩るお弁当です。

  〈なだ万厨房〉
松茸御飯二段重
・・・1折（2段）2,571円　
■地下1階　なだ万厨房

  〈ジョトォ〉はちみつアップルパイ
・・・【各日20ホール限り】1ホール 1,458円　

■地下1階　ジョトォ

  〈両口屋是清〉栗鹿の子
・・・・・・【各日50個限り】1個 378円　

■地下1階　両口屋是清

  〈ユーハイム・ディー・マイスター〉
サコティス・・・・・・・・・・・1個 2,160円
直径10×高さ11cm　

■地下1階 ユーハイム・ディー・マイスター

恵那寿やの看板商品「栗きんとん」を思
う存分楽しめるようビッグなサイズに。秋
の味覚をたっぷりご堪能ください。

  〈恵那寿や〉くりきんどん
・・・【各日10個限り】1個 1,620円

■地下1階　恵那寿や

人気のショコラマカロンがビッグに！
食べ応えも大満足です。

  〈ダロワイヨ〉
ビッグマカロンショコラ
・・・【各日20個限り】1個 540円　

■地下1階　ダロワイヨ

手作業で型抜きしたビッグな月餅。香ばしく風味豊
かな小豆餡と木の実餡をご用意いたしました。

  〈新宿中村屋〉大月餅
・・・【小豆餡30個・木の実餡20個限り】1個 627円　

■地下1階　新宿中村屋

  〈フォートナム＆メイソン〉
①秋のティータイムセット
・・・【各日50セット限り】1セット 1,728円
紅茶1箱、スコーン4個　

②サラバーン夫人のマーマレード・・・1個 1,944円　
■地下1階　フォートナム＆メイソン

  〈まつおか〉
牛肉じゃがコロッケ
・・・・・・・・・・・1個 320円　

■地下1階　まつおか

  〈信州里の菓工房〉さとのか～栗～・・・【各日50箱限り】1箱5個入 1,080円
■地下1階　サカエクリスタルプレイス

今年収穫された新米を、名水100
撰のひとつ長良川の伏流水で丁寧
に仕込み、昔ながらの木槽でゆっく
りと絞った無濾過原酒です。

  〈岐阜県 日本泉〉新米新酒
純米吟醸無濾過生原酒 
ふなくちとり
・・・【24本限り】720ml 1,708円　

フレッシュで香り高く、果実味
たっぷりに仕上がった一本。熟
したワイルドベリーの華やかで
開放的なテイストが特徴です。

  〈ガロフォリ社〉
ノヴェッロ・マルケ
・・・【12本限り】750ml  

2,916円　

ブドウ園で健康的に育ったブドウの
みを早めに収穫しワインにしました。
アロマティックな香りと爽やかな味
わいがバランスの良い逸品です。

  〈ガロフォリ社〉
ヴィ・ノーヴォ・マルケ
・・・・・・【12本限り】750ml

 2,916円

新鮮なサンジョヴェーゼを
100％使用した新酒は、フレッ
シュ＆エレガントな風味が魅力です。

  〈グレヴェペーザ〉
ノヴェッロ・トスカーノ
・・・【12本限り】750ml 

2,268円　

デラウェアの風味そのま
まの香りと味わいを楽し
める、甘口の新ワイン。

  〈山形県 高畠ワイン〉
2014年 高畠新酒
 白 甘口
【12本限り】720ml 1,120円

フルーティな香りとフレッ
シュな味わいが華やかに広
がるスパークリングワイン。

  〈山形県 高畠ワイン〉
2014年 高畠新酒
スパークリング・
デラウェア
【12本限り】750ml 1,340円　

  〈福砂屋〉五三焼カステラ
（ハーフ）・・・・・・【各日20本限り】
1本 1,458円　■地下1階　福砂屋

  〈ケーニヒス クローネ〉
ストロベリーパイ
・・・・・・・・・【各日20ホール限り】

1ホール 1,728円　
■地下1階　ケーニヒス クローネ

    ①〈三岳〉
・・・【60本限り】
900ml

1,070円
・・・【60本限り】 
1.8L

2,096円　
②〈赤霧島〉
・・・・・・・・・・【60本限り】900ml 1,269円
・・・・・・・・・・・・【30本限り】1.8L 2,409円

■地下1階　ラ・カーヴ　

ボージョレ ヌーヴォーご予約承り会

日本の新酒

イタリアの新酒：ノヴェッロ 10月30日（木）解禁

11月20日（木）ボージョレ ヌーヴォーも解禁！
●ご予約承り中！11月13日（木）まで

大三越祭
特別企画

●10月29日（水）～11月4日（火） ●地下1階食品フロア
ことばで探す、舌で味わう。秋素材グルメ。 大食品祭 ※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせたもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。

※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。

  〈ヨックモック〉
りんごとキャラメルのしっとりケーキ
・・・・・・・・・・・【100個限り】1個 1,080円　

■地下1階　ヨックモック

新酒を愉しむ

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

あっと驚く、　 食品祭
食欲の秋にぴったり！サイズも美味しさもビッグな限定商品を集めました。 

大

ほっくり
秋の味覚に欠かせない
いも、栗、かぼちゃで
心までほっくり

まったり
色と香りで楽しむお茶と
贅沢スウィーツで
秋のティータイムを

うっとり
食卓でパッと目を引く
見た目にも美しい
秋のグルメ

ほっくり ほっくり ほっくりひとくちほおばれ
ば

みずみずしい香りに

うっとり

秋の読書のお供にいかが？
スコーンと紅茶を一度に味わえる
お買得なセットと、マーマレード世
界一をとった「サラバーン夫人」の
マーマレードをお楽しみください。

まつおか特製の肉じゃが
を、そのままコロッケに詰
込みました。肉じゃが自体
にしっかり味付けをしてい
るので、ソースなしでも美
味しく召し上がれます。

旬のリンゴをたっぷりと使用した
ゴージャスなタルトです。ピオーネ
や柿、マスカットが彩りをさらに引
き立てます。

香りの良い青森県産ごぼうを使
用した秋のサラダです。ベトナム
の調味料「ヌクチャム」ベースのド
レッシングでさっぱりとお楽しみく
ださい。

英国〈ハロッズ〉の『ジョージアン
レストラン』の名を冠した正統派
ブレンドを贅沢にロイヤルミルク
ティーで。新作のマロンタルトとご
いっしょにどうぞ。

〈両口屋是清〉で人気の鹿の子を、旬の
栗をふんだんにあしらい仕上げた贅沢な
逸品です。 バウムクーヘン「サコティス」は、ごつごつとした

見た目とは裏腹に、しっとり柔らかな美味しさ。

南信州産の信州伊那栗をまるごと包んだ蒸し栗羊羹。渋皮を残して、ほどよい甘さで煮た栗が
もっちりとした羊羹によく合います。

香り高い旬のりんごを贅沢に使
用した、表面はサクッと、中は
しっとりとしたアップルパイです。

通常の
マカロンの

3倍！

通常の
月餅の

5倍！

通常の
栗きんとんの

8倍！

お一人さま
各1本限り

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

名入れサービス

〈粧う〉期間限定ショップ
●10月29日（水）～11月11日（火）
●3階スタイルコート♯3

水洗い可能な伸縮性
新素材を使用した日
本発の機能性ストレッ
チダウンウエアブラン
ド。都会的でありなが
ら幅広いファッションス
タイルに対応できるス
タイリッシュなアイテム
をお届けします。     ①ネックレス・・・42,120円 ゴールデンルチル

②ブレスレット・・・16,200円 タンザナイト、ゴールデンルチル
③ブレスレット・・・・10,800円 アメシスト・プレナイト

porte-bonheur&Tulla
上質な手仕事を装う

●10月29日（水）～11月4日（火）
●6階リビングステーション〈最終日午後5時終了〉

「ポルトボナー」は、フランス語で「幸福のお守り」という意味。
名古屋三越初登場のセレクトアイテムをご紹介いたします。     クリスマスツリー

セット【10セット限り】108,000円　
高さ約200cm、直径約100cm
【セット内容】ツリー、
オーナメント10種、リボン3種

クリスマス・
Prologue in LACHIC
●11月1日（土）～13日（木）
●ラシック1階
  ラシックパサージュ

いつものリビングがクリスマス
カラーで華やかになるアイテ
ムを豊富に揃えて展開いた
します。

  〈レニエ グランメゾン＆
恵那寿や〉
聖夜の和栗モンブラン 
コラボレーション 
恵那寿や（直径18cm）
・・・・・・【80台限り】5,940円　

2014 三越クリスマスケーキ
ご予約承り会
●ご予約承り中！12月7日（日）まで
●地下1階特設カウンター・各ショップ

  〈京料理 たん熊北店〉
和風おせち三段
・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円
消費期限：2015年1月1日（木・祝）
重箱：紙製、20.5×20.5×6cm×3　
4人前、祝箸4膳　

2015年 三越のおせち料理ご予約承り会
●ご予約承り中！12月25日（木）まで
●7階おせち特設会場〈最終日午後6時終了〉

■地下1階 ラ・カーヴ

秋の夜長やパーティにぴったりの新酒が勢揃い。

※写真はイメージです。期間中、お買いあげの鏡にお名前を無料でお入れいたします。
※名入れは最大12文字までとなります。

PRESENT
期間中、〈クラークス〉商品をお買いあげの方、先着30名さ
まにノベルティをプレゼント。

予告

  〈RF-1〉青森県産
秋採れごぼうと
香味野菜のサラダ
・・・・・・100gあたり 346円　

■地下1階　RF-1

  〈フルーツなかむら〉
旬のリンゴと季節のフルーツタルト・・1ホール 2,160円　

■地下1階　フルーツなかむら

  〈ジョアン〉
じゃがいもとチーズのブレッド・・・1個 324円　

■地下1階　ジョアン

懐かしい味わいで

もっちりとしたパン生地に、ス
ライスしたじゃがいもとチーズ
を乗せて焼き上げました。中
のホワイトソースとベーコンの
塩気、ほくほくとしたじゃがい
もがベストマッチ！

  〈伊勢虎屋ういろ〉栗里ういろ
・・・【各日20本限り】1本 790円　 ■地下1階　伊勢虎屋ういろ

こだわりの栗に
 

ほっくり
素朴な美味しさに

人気の栗ういろ
を、より秋を感じら
れるようにと国産
栗にこだわり仕
上げた一本です。

  〈大口屋〉うまい濃
【各日30個限り】1個 195円　

■地下1階　大口屋

名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定 名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

名古屋三越限定
名古屋栄三越限定

  〈ハロッズ〉
①ロイヤルミルクティーとマロンタルトセット
・・・・・・・・・・・・・・・【各日10セット限り】1セット 1,642円
②ジョージアンブレンドNo.18・・・125ｇ 3,780円　

■地下1階　ハロッズ

②〈一保堂茶舗〉
極上ほうじ茶・・・60g 540円　

■地下1階　一保堂茶舗 ③〈松北園茶店〉宇治茶 茶匠のわけ前
・・・50g 1,080円　■地下1階　松北園茶店

良質な宇治煎茶に、てん茶、抹茶、玉露をブレ
ンド。茶匠が自分のためだけに作る「まかない
茶」を、三越伊勢丹限定でお届けします。

三越伊勢丹限定

名古屋栄三越限定

    ①〈お茶の升半〉
蔵出し煎茶
・・・【30袋限り】50g 700円

■地下1階　升半

新茶をひと夏寝かせて熟成させ
た、ふくよかな香りとまろやかな
味が特徴の限定茶です。

特別提供品

  〈鈴波〉サーモントラウト味淋粕漬（3切入）
・・・・・【70セット限り、お一人さま1セット限り】1セット 1,134円　

■地下1階　鈴波

11月1日（土）
「焼酎の日」
限定販売

①

①

①

②

②

②

③

①
①

③
③

②

②

※写真はイメージです。

三越限定

三越限定

イート
イン

アートな見た目と味に

ふくよかな香りに
ティータイムに

まったり まったり

まったり

美味しい紅茶で

大人の味
たっぷり香りたつ旬のフル

ーツが
口いっぱいに広がる栗の

ごぼうの香り

やさしい香りと甘み

おいしい金時芋でこし餡を
包んだ鬼まんじゅうです。

10/29（水）1日限り

10/29（水）～11/2（日）の限定販売
① ②

ナゴミクラブ
ポイント20％UPキャンペーン

お買いあげ100円（税別）毎に
10ポイント進呈のところ、
期間中は12ポイントに
ポイントアップいたします。

●10月30日（木）～11月9日（日）

名古屋三越コスメティッククラブカード

★ナゴミクラブ対象売場


