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写真家・映画監督の蜷川美花のディレクションブランド。
シックでムード感のある落ち着いたカラーのリ
バティプリントビキニ。今年トレンドのギャザー
クロスビキニはワイヤー入りで安定感があり、
胸の形をキレイに見せてくれます。

2017 三越のゆかた
●好評開催中！8月1日（火）まで
●6階リビングステーション

●好評開催中！8月20日（日）まで
●7階特設会場（美術画廊南側）

MITSUKOSHI 水着アイランド

日本藝術院会員で現代日本画壇を代表する
巨匠の一人、那波多目功一氏の新作展を
開催。四季折々の花々を繊細な描写で表現
する大作から小品までを展示販売いたし
ます。

故人への感謝の気持ちを託して贈る「盆提灯」。三越特別企画品を
はじめ、現代インテリアのモダンなタイプまで取り揃えました。

那波多目功一 日本画展
●7月12日（水）～18日（火）
●7階美術画廊

●好評開催中！8月15日（火）まで
●8階呉服

2017年 三越特選 
盆提灯・行灯承り会

真夏のコスメティックフェスタ

※名古屋栄三越の2017年1月～5月までの販売数量に基づき算出しております。

※名古屋栄三越 ルナソルにおいて

※8月2日（水）～21日（月）は8階呉服にて開催。※

●7月12日（水）～18日（火） ●各階化粧品ショップ

●7月12日（水）～25日（火） ●各階化粧品ショップ

●7月12日（水）～29日（土） ●名古屋栄三越　地下1階ハロッズ
皆さまにご愛顧いただきましたハロッズは、7月29日（土）をもちまして営業を終了させていただきます。

●7月12日（水）～18日（火） ●名古屋栄三越 地下1階食品フロア ・ ラシック 各階各ショップ

●7月12日（水）から ●各階
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天然由来率88％の秀逸クレンジングオイル。柑橘系の
フレッシュで甘い香りで気分もリラックス。

      ■1階 THREE

  〈エスティ ローダー〉ピュア カラー 
クリスタル シアー リップスティック ＃01
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,996円

口コミで広がり、瞬く間に人気になった通称
「婚活リップ」。ピンクベージュカラーで
キュートな表情に。

      ■1階 エスティ ローダー

  〈Ｍ・Ａ・Ｃ〉ライトフル Ｃ ＳＰＦ30 
ファンデーション・・・・・・・・・・・・・・5,940円  
（レフィル・スポンジ付4,860円＋コンパクト1,080円）
ＳＰＦ30/ＰＡ+++

クリスタルボールパウダー配合で、なめらか
で透明感のある仕上がりに。

      ■1階 Ｍ・Ａ・Ｃ

お問合せ TEL/052-252-1217

2017 トップメイクスペシャリスト 玉木 香寿美

たっぷりの水分で満たすことでキメを整え、ベタつき、
肌荒れを防ぐ。アルコールフリーで肌にやさしいのも◎

      ■1階 イプサ

  〈ポール ＆ ジョー ボーテ〉
モイスチュアライジング ファンデーション
プライマー Ｓ ＃01・・・・・・・・・・・・・3,780円  
ＳＰＦ15/ＰＡ+、30ml

    出産準備10点セット各種【30セット限り】
・・・3,240円 

    ベビー羽毛
組ふとん7点
セット
【10セット限り】
30,000円 

まるで美容液で肌を満たすような贅沢な
うるおいで、みずみずしくなめらかな肌に整えます。

      ■1階 ポール ＆ ジョー ボーテ

  〈ルナソル〉スキンモデリング
アイズ ＃01 ・・・・・・・・・・・・・5,400円

美しさを際立たせるベージュを基調
とした 4 色セットのアイシャドウ。
ラメとツヤで立体感を演出。

      ■1階 ルナソル

●7月15日（土）・16日（日） ●1階THREE

〈THREE〉
20 1 7  サマーメイクアップ
サービス 対象ショップにて化粧品をお買いあげで、

通常税別100円＝10ポイントを12ポイントにアップ！

「こうなりたい」というイメージを大切に、ライフス
タイルやシーンに合わせたメイクをご提案。今まで
挑戦されたことのない色や質感を、2017年の
〈THREE〉夏メイクでお楽しみください。

名古屋三越
コスメティッククラブカード

［ポイント換算］20％UPキャンペーン

  〈M / mika ninagawa〉
三越伊勢丹限定　
お仕立上り 婦人ゆかた・・・・・・・・・46,980円
半巾帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
ともにポリエステル100％

  〈Ai〉ショートパンツ付ビキニ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 
ポリエステル・ポリウレタン、9号

  「糸ぎく」・・・・・・・・・・・・3,240,000円 
６号

  　三越特別企画品　
黒檀 二重張芙蓉（ の京）・・・・・・・・・・54,000円 
桐箱入、手描絵、天然木化粧合板、高さ82×直径33cm

  〈ＴＨＲＥＥ〉バランシング クレンジング オイル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円  200ml

  〈イプサ〉ザ・タイムＲ アクア・・・4,320円  200ml

〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-6  
NBF 名古屋広小路ビル1F    TEL.  052-220-2871
地下鉄東山線 伏見駅下車 徒歩5分
※専用駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

■ 7月15日（土）・16日（日）
 各日午前10時～午後6時
 〈受付終了各日午後5時〉

■ ウインクあいち6・7階  受付7階

インテリアフェア2017インテリアフェア2017 暮らしを彩るインテリアの饗宴。
名古屋最大級のバラエティとクオリティ。
国内外の一流家具メーカーの商品を
多数展示。

名古屋市中村区名駅4丁目4-38
愛知県産業労働センター

お問合せ　名古屋栄三越 リビング担当
家具・ハウジングセンター ＴＥＬ／052-252-3663・3664

各階からの特別提供品 なくなり次第終了となります！

秋の出産準備セール 厳選した黒蝶パールを
期間限定で
特別価格にてご提供！

ベビー組ふとんなども特別価格にてご提供！
●7月12日（水）～25日（火）

■7階 ベビールームス＆アベニュー ■7階 ベビールームス＆アベニュー

    黒蝶パール
①ネックレス
【3点限り】
・・・・・・・216,000円 
Sil、8.0～10.0mm玉、
長さ約43cm
②リング
【3点限り】
・・・・・・162,000円 
Pt、11.0mm玉、
ダイヤモンド付

■6階
　ウオッチ＆ジュエリー
　イベントスペース

キッズ週末EVENT　●７階キッズガーデン〈ご予約優先〉ご予約・お問合せ TEL/052-252-3651

●7月22日（土）・23日（日）各日午前11時～午後5時 
●参加費/1,680円

Sweet yasukoアイシングクッキー教室
スティック付クッキーをつくります。

●7月12日（水）
　～18日（火）

タヒチアン
パール
サマーセール

●7月15日（土）～17日（月・祝）各日午前10時～午後6時 
●参加費/1,080円から

マニュモビールズ今井さんによるモビールづくり

[セット内容] 
◎短肌着（無地・プリント×各１） 
◎コンビ肌着（無地・プリント×各１）
◎ガーゼハンカチ×5 ◎ミトン×1
いずれも綿100％、50㎝

[セット内容] 
◎羽毛掛ふとん（掛カバーリング＋羽毛デュエット掛ふとん（厚手・薄手））
◎敷ふとん ◎ラップシーツ ◎キルティングパット
◎防水シーツ ◎タオルケット ◎綿毛布
いずれも素材・サイズ各種

グルメ＆スウィーツも
スペシャルプライスでお届け

期間中、毎
日ご用意し

ます！

な 　 ご 　 や

クリアランスセールでのお買物のあとは、
ひんやりスウィーツでひとやすみ。

〈鈴波〉尾の詰合せ 限定販売 〈ハロッズ〉感謝セール特別企画

成城石井人気のお菓子7点を詰合せました。
オリジナルショッピングバッグ付き！

 〈成城石井〉ハッピーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】  2,160円
■ラシック　B1F ヴィラージュ 成城石井　
TEL/052-269-5127

国産の桃をまるごと1個使用。桃のうま味
と中に詰め込んだカスタードクリームが
マッチした今だけの贅沢な味わいです。

  〈パティスリーヴィヴィエンヌ〉
①ペッシュ・・・・・・・・・1個 702円
②シュークリーム・・・1個 270円
■名古屋栄三越　地下1階食彩広場

堂島ロールのクリームと桃をふんだんに
使用。目にも涼やかな限定スウィーツで
す。

 〈パティスリー モンシェール〉
もものパルフェ
・・・・・・【各日30個限り】 1個 540円
■名古屋栄三越　地下1階菓遊庵

ブリュレがアクセントになった新感覚の
フローズンバーと、夏らしい わたがし”を
トッピングしたフローズンバー。

  〈パレタス〉
①フルーツフローズンバー
②ブリュレ・・・・・・・1本 各 481円
■名古屋栄三越　地下1階特設会場

 〈ジョアン〉フランスパンを楽しむセット
【各日20セット限り】 ■名古屋栄三越　地下1階ジョアン

 〈ハナフル〉桃2玉セット 【各日20セット限り】
■名古屋栄三越　地下1階ハナフル

 〈ハゲ天〉夏天丼 【各日20折限り】
■名古屋栄三越　地下1階ハゲ天

 〈ユキコキッチン〉名古屋でらうま弁当
【各日10折限り】 ■名古屋栄三越　地下1階ユキコキッチン

にんじんドレッシングなど、北野エースラ
シック店の大人気アイテム5品を詰合せ！

 〈北野エース〉
キタノセレクション詰合せ
・・・・・・・・【50セット限り】  1,980円
■ラシック　B1F 北野エース　
TEL/052-259-6266

北野エースで人気のフルーツを使った
商品をバスケットに詰合せました。

 〈北野エース〉
フルーツバスケット
・・・・・・・・・・・【10点限り】  2,980円
■ラシック　B1F 北野エース　
TEL/052-259-6266

 〈神戸屋キッチン〉サマーバッグ
・・・・・・・・・【各日20点限り】  2,000円

■ラシック　B1F 神戸屋キッチン　TEL/052-259-6264

 赤・白ワインミックス10本セット
【24セット限り】  10,800円 各720ｍＬ、赤×8本・白×2本
■ラシック　1Ｆ ワインショップ・エノテカ　TEL/052-259-7250

 〈魚忠 寿司〉活きな寿司 七五八にぎり寿司
【各日20パック限り】
■名古屋栄三越　地下1階魚忠

 〈宮田精肉店〉鹿児島県産茶美豚 
ローステキカツ用 350ｇ 【各日20パック限り】
■名古屋栄三越　地下1階宮田精肉店

 〈石昆〉徳用袋 【20袋限り】
 ・こぶてん60ｇ ・しそ昆布50ｇ ・うみぁーっ手羽3本入しょうゆ味
■名古屋栄三越　地下1階石昆

 〈佃の佃煮〉商品お試しセット 【20セット限り】
・ごりくるみ30ｇ ・若さぎ浮し炊50ｇ ・磯くるみ50ｇ ・魚の花50ｇ
■名古屋栄三越　地下1階佃の佃煮

 〈キーコーヒー〉バラエティーセット 【20セット限り】
・ドリップオンバラエティパック1袋 ・香味まろやか水出し珈琲1袋
■名古屋栄三越　地下1階キーコーヒー

 〈柿安本店〉佃煮詰合せ 【50セット限り】
・釜揚げ牛肉やわらか炊き60g ・帆立うすだき75g
■名古屋栄三越　地下1階柿安本店

 〈山本屋総本家〉季節のおすすめ袋 【30袋限り】
・揖保の糸特級品250ｇ ・揖保の糸ビンつゆストレート300ｍｌ
■名古屋栄三越　地下1階山本屋総本家

 〈鈴波〉魚介味淋粕漬 尾の詰合せ 【100セット限り】  1 , 0 8 0円
さわら・みなみかごかます・銀ヒラス・真だら×各1切　■名古屋栄三越　地下1階鈴波

●〈柿安ダイニング〉でらうま味噌串カツ4本セット【各日100セット限り】
●〈四陸〉常夏飲茶セット【各日20セット限り】
●〈アイメイド〉朝のフレッシュ3点セット【各日30セット限り】
●〈鶏三和〉ねぎま串5本セット【各日10セット限り】
●〈新之助貝新〉七里蛤やわ煮 60ｇ【30袋限り】
●〈壺屋〉選べる稲荷 10個入 【各日10点限り】
●〈山忠〉いそやき 2枚入 【各日10点限り】
●〈若菜〉季節のお漬物 よりどり2点 【各日10セット限り】
●〈豆一本舗〉常夏袋 【各日30袋限り】
●〈ピクレッドサラダ〉お楽しみ袋 【各日10袋限り】
●〈なだ万厨房〉常夏袋 【各日3袋限り】
●〈江戸屋フルーツ〉フルーツ盛合せ 【各日20パック限り】
●〈江戸屋野菜〉ミニトマト食べ比べ4点セット  【各日20セット限り】
●〈魚忠 鮮魚〉刺身盛合せ 【各日20パック限り】
●〈魚忠 焼魚〉メロかま照焼き 【各日20点限り】

「神戸屋づくり
輝き」生食パン
入り！今年の
人気商品7点
が 入った サ
マーバッグ。

送料クール便代無
料！ワインのスペシャ
リストが厳選したスペ
イン・フランス産ワイン
をはじめ、人気上昇中
のチリワインが入った
スペシャルセット。
※20歳未満の方の飲酒は
　法律で禁止されています。

プティフランス・クルミフランスに、食べるオ
リーブオイルがついたお得なセット！ 旬の桃を味わっていただけるようお買得に！ ハモ・オクラなど夏の素材をのせたお得な天丼！

味噌カツ・手羽先など名古屋の名物を中心に
詰め込んだボリューム満点のお弁当！

名古屋栄三越初登場 名古屋地区栄三越限定 東海地区名古屋栄三越限定

②

①

②

②

①
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ラシックからも
スペシャルプライス袋をお届け！名古屋栄三越

特別企画

M I T S U K O S H I
&

L A C H I C

名古屋栄三越 地下1階食品フロアの
総力を結集し、1週間で 約3,000点 758企画をご用意！

●7月14日（金）～17日（月・祝）
　オープン時間：午前10時～午後7時 
● 名古屋シモンズギャラリー

〈最終日午後5時終了〉

各日午後1時30分からの販売

※写真はイメージです。

※カゴはイメージです。

”

※7/12（水）・13（木）・14（金）のみの販売。

2017


