
リフレッシュオープンしたばかりのニューヨークランウェイ。圧倒的なデニムの
品揃えの中から今回は、〈AG〉で名古屋栄三越限定デニムパンツをつくりました。

婦人担当バイヤー 湯沢 広行

巻く、着る、羽織る“三刀流ストール”。ストールの
アレンジメントを多彩にご提案いたします。

雑貨担当バイヤー 川口 賢治

■10月11日（水）～17日（火） ■各階名 古 屋 三 越

マフラーにもストールにも使える
50×180cmの黄金比率に
昨年ベストセラーのチェック柄を
掛け合わせました。

w〈ジョンストンズ〉
カシミヤストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43,200円
カシミヤ100％、50×180cm
■地下2階 ファッションパーツ

＝三越伊勢丹限定商品＝

カリーノらしい金具がポイントのエレガント
ブーツで、トレンドのヘアカーフを使用した
オリジナルカラーをご用意しました。

e〈モード・エ・ジャコモ カリーノ〉
ショートブーツ・・・・・・・28,080円 羊革、ヘアカーフ
■3階 婦人靴

＝名古屋栄三越限定カラー＝

ストリートスタイル・フォトグラファーの
シトウレイ氏と三越伊勢丹オリジナルブランド
〈ナンバートゥエンティワン〉のコラボレーションに
今回はレッグウエアブランド〈FAKUI〉も
加わったトリプルネームコラボが実現しました。
e〈シトウレイ × ナンバートゥエンティワン 
　  × FAKUI〉
Aバレエシューズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
　ソックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
Bブーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円
　ソックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円
いずれも素材各種　■3階 婦人靴

＝三越伊勢丹限定商品＝

アーティスト 
YUMI YAMADAと〈AG〉が
コラボしたアートとワッペンのイベント。
お買いあげの商品にワッペンを
貼ることができるワークショップも
開催いたします。
※ワークショップはワッペンが
　なくなり次第終了とさせていただきます。
YUMIによるライブペイント開催 
■10月21日（土）午後4時～午後6時

●お一人さま１泊 夕・朝食付き（21施設）
・・・1枚 10,800円［サービス料・消費税込］
※その他、1泊朝食付も17施設ございます。

w〈魚忠〉宮城県産生キハダ鮪（天然）
●一板（短冊約2冊分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
※天候・交通の都合により産地が変更になる場合がございます。

程よいビンテージ感にウオッシュダウンされ、裾はリリースドヘムとなった
〈AG〉の人気スタイル「BOBBIE」の名古屋栄三越限定商品が登場。

q〈AG〉デニムパンツ・・・・・・・・・・・・・32,400円 綿・ポリウレタン、23～27
■3階 ニューヨークランウェイ

＝名古屋栄三越限定商品＝

［クーポン券有効期間］平日限定
2017年10月10日（火）～2018年1月31日（水）

精巧でポップな刺繍ブローチやワッペン・
ストールピンなどカワイイ派のあなたにオススメです。
w〈エルム〉刺繍ブローチ各種
・・・・・・・・・1,512円から　■地下2階 ファッションパーツ

＝名古屋栄三越初登場＝

優美で華やかなビジュー使いのストールクリップ。
エレガント派のあなたにオススメです。
r〈リライアンス〉ストールクリップ
・・・・・・・・・5,400円から　■地下2階 ファッションパーツ

※写真はイメージです。

※土曜日・休前日の宿泊は追加料金
　お一人さま5,400円（一部除外）。
※1室2名さま以上でのご利用となります。
※設定除外日あり。
※再発行・交換・払い戻し及び、
　有効期間の延長はできません。
旅行企画・実施：㈱三越伊勢丹旅行　
観光庁長官登録旅行業第1987号
◀浜名湖グランドホテルさざなみ館
　（舘山寺温泉）展望浴場／イメージ

トレンド感あふれる限定アイテムを多彩にお届けします!

各階からお買得な記念袋が続々登場!
秋の行楽やお出かけに活躍するファッションアイテムをセットに。

●〈魚忠焼魚〉うなぎ長焼タレ付セット
（1尾・タレ付）・・・・・・・・・・・・・・・・【200尾限り】1,674円
※10月11日（水）限りの販売
●〈宮田精肉店〉飛騨牛すき焼セット
（モモすき焼用300ｇ・すき焼のタレ付）
 【各日20セット限り】3,240円 ※100gあたり1,080円
●〈米蔵〉記念袋・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,500円
●〈なだ万厨房〉記念袋・・【各日3袋限り】758円
●〈キムチ館〉記念袋【各日20袋限り】2,160円
※10月11日（水）～13日（金）の販売
●〈ピクレッドサラダ〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,080円

●〈豆一本舗〉記念袋 【各日10袋限り】1,080円
●〈ジョアン〉記念袋・・・・・・【40袋限り】1,728円
※10月11日（水）限りの販売
●〈諭吉のからあげ〉記念箱
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日10箱限り】1,301円
●〈坂角総本舖〉大入袋
・・・・・・・・・【お一人さま1袋限り/100袋限り】1,080円
●〈桂新堂〉えびの恩返し
・・・・・・・・・・・・・【お一人さま5袋限り/200袋限り】324円
●〈小倉山荘〉御詰合せ 【200袋限り】1,080円
●〈源吉兆庵〉記念袋・・【100袋限り】1,080円

●〈ヨックモック〉
・・・・・・・・【40缶限り】1,296円
●〈ロイスダール〉
・・・・・・・・【24缶限り】1,296円
●〈彩果の宝石〉
・・・・・・・・【36缶限り】1,296円
●〈菓遊庵/銀座ウエスト〉
・・・・・・・・【36缶限り】1,728円
●〈菓遊庵/泉屋製菓〉
・・・・・・・・【24缶限り】1,296円

大創業祭記念 ライオン缶●〈福砂屋〉特製五三焼カステラ ハーフサイズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20本限り】1,458円
※10月15日（日）までの販売
●〈彩果の宝石〉花袋・・・【400袋限り】1,080円
●〈柿安本店〉記念袋・・・・・【50袋限り】1,080円
●〈山本屋総本家〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1,080円
●〈石昆〉記念袋・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,080円
●〈キーコーヒー〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【60袋限り】1,080円
●〈新之助貝新〉記念袋・・【30袋限り】1,242円

B1F 食品フロア
5F メンズファッション 6F リビング

●〈KP〉ラッキーパック（女児のみ）・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】7,560円
●〈バニーズバイザベイ〉ラッキーパック・・・・・【30袋限り】5,400円
●〈ワンダーアパートメント〉ラッキーパック・・【30袋限り】8,640円
●女児服3点セットラッキーパック・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】5,400円

7F キッズファッション

●老舗染元ツイード和装コート（仕立付）記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【4袋限り】248,400円
●老舗染元付下げ（仕立付）記念袋・・・・・・・【3袋限り】216,000円
●有名織元お召着物（仕立付）記念袋・・・・【3袋限り】216,000円
●老舗染元訪問着（仕立付）記念袋・・・・・・・【5袋限り】216,000円
●〈儀右ヱ門〉選べる3点セット・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】10,800円

8F 呉服

●レッグアイテム記念袋
・・・・・・・・【100袋限り】1,080円
・・・・・・・・【100袋限り】2,160円

B2F ファッションパーツ

●コート入り3点セット
・・・・・・・・・・【30袋限り】7,560円

4F レディスファッション

※予定数に達し次第終了いたします。※エムアイカード・株主様ご優待カード等による割引優待、及びポイント付与はございません。
※お一人さまのお買いあげ数量を限定させていただく場合がございます。※表記の準備数量は各種合計でございます。

●紳士靴下5点セット 【60袋限り】1,080円
●ネクタイ2本セット・・【50袋限り】3,240円
●〈有名ブランド〉ネクタイ2本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】10,800円
●ハンカチ3点セット・・・【50袋限り】972円
●インポートシャツ＆ジレセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】21,600円
●インポートニットセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】21,600円
●オーダースーツ＆シャツ記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】54,000円
●カシミヤコート記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】54,000円

●タキシードセット記念袋
・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】118,800円
●〈有名ブランド〉アウター記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】27,000円
●〈M・Uスポーツ〉レディス記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】10,800円
●〈ファイテン〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】3,240円
●〈スポーツブランド〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,080円
●〈スポーツブランド〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【9袋限り】5,000円

●〈ディーナホーム〉ベッド用カバーリング
3点セット・・・・・・・・・・・【30袋限り】10,800円
●〈ディーナホーム〉選べるクッション
2点セット・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】5,400円
●〈東京西川〉アクリル毛布・敷パッドセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10セット限り】10,800円
●〈東京西川〉グース羽毛ふとん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】21,600円
●〈木屋〉記念袋・・【10袋限り】5,000円
●〈ノリタケ〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】10,800円
●〈ナルミ〉スターターセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】5,400円

●〈anming〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】4,212円
●〈カリス成城〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】3,240円
●〈HARIO〉コーヒー記念袋
・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】3,240円
●お弁当箱記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】5,184円
●フライパン記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・【6袋限り】5,400円
●パンを楽しむセット
・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】3,240円
●〈マイセン〉特別セット
・・・・・・・・・・・・【2袋限り】50,001円

q〈フェイラー〉
2WAYバッグ・ポーチ・
ティッシュケース3点セット
・・・・【50セット限り】10,800円
サイズ各種
■6階 フェイラー

wレディスファッション記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】5,400円
素材・サイズ各種
■4階 北エスカレーター横特設会場

q〈ジャランスリワヤ〉
タッセルローファー
・・・・・・・・・・・・・34,560円 牛革

＝名古屋栄三越限定商品＝

〈ジャランスリワヤ〉POP UP SHOP
■10月11日（水）～17日（火） ■5階紳士靴
新作を中心に普段取り扱いのないモデルなど
1.5倍の規模で展開いたします。

お買いあげの方に作家より色紙をお送りさせていただきます。

〈パラバ〉POP UP
■10月11日（水）～17日（火） 
■7階子供服イベントスペース

E V E N T  

靴磨屋「T.A.N.S」代表稲田氏による有料シューケア相談会 
■10月14日（土）・15日（日） ■5階紳士靴
靴をお買いあげいただいた際のメンテナンスプログラムや鏡面仕上げなど
多彩なメニューをご用意しております。
［メニューの一例］ ●プレミアムメンテナンス・・・1,620円

E V E N T  

〈バーミキュラ〉実演販売会
■10月11日（水）・12日（木） ■6階キッチン用品

英国のブランド
〈PALAVA〉が
東海地区初登場。
デザイナーのブライオニーが
手描きしたイラストのプリントは、
花や動物、果物など自然の
テーマが中心で、さらに
レトロテイストが加わっています。
親子で楽しめる、
お子さまから大人までの
サイズ展開をしております。

無水調理で素材本来の旨みを生かす
〈バーミキュラ〉。今回特別に人気のラインナップを
お持ち帰り用にご用意いたしました。
ライスポットもあわせてご紹介いたします。
［お持ち帰り用各種合計20点限り/お一人さま1点限り］

エプロンに〈シャーリーテンプル〉
オリジナルのワッペンを3つ選んで
お好きなところに配置していただき、
オリジナルのエプロンを
お作りいたします。
q〈シャーリーテンプル〉エプロン
・・・12,800円から カラー2色、ベビー・S・M
※商品のお渡しは約2週間後。
　なくなり次第終了とさせていただきます。

q十五代 酒井田柿右衛門
「濁手 紅葉文皿」
・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】1,620,000円
径41.5×高さ8.5cm

eダイヤモンドルース
・・・・・・・・・・・・・・・【2点限り】3,700,000円
D=1.00ct、D、ⅠF、TEX

限定EVENT 〈シャーリーテンプル〉エプロンオーダー会
■10月11日（水）～17日（火） 
■7階シャーリーテンプル

q〈アフロディーテ〉
ワンピース・・・・・・32,400円
ポリエステル・ポリウレタン、7～19号
■4階 スタイルコート＃4

4階婦人服フロア 
グレースサイズウイーク
■10月11日（水）～17日（火） 
■4階婦人服フロア
［グレースサイズ（13号以上）展開ショップ・サイズ］
◎レリアン（13～17号） ◎ユキトリヰ（13～15号） 
◎マッキントッシュ ロンドン（13～15号）
◎アマカ（13～15号） ◎マダムジョコンダ（13～15号） 
◎伊太利屋（13～17号） ◎るんびに（13～19号） 
◎タバサ（13号） ◎アフロディーテ（13～23号）
◎ブラックフォーマル（13～23号） 
◎カラーフォーマル（13～19号）

［対象ブランド］
◎スタージュエリー ◎ヴァンドーム青山 ◎ポンテヴェキオ ◎オデュース4°C 
◎サマンサティアラ ◎パンドラ ◎テイクアップ ◎レザンジュ ハワイアンジュエリー 
◎レ ネレイド ◎プラス ヴァンドーム ◎グロッセ ◎ミハエル ネグリン ◎コンプレックス ビズ

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

陶芸巨匠 特別販売
■10月11日（水）～17日（火） 
■7階工芸サロン

大創業祭限定
ダイヤモンドルース
■10月11日（水）～17日（火） 
■6階ウオッチ＆ジュエリー

1階アクセサリー 大創業祭スペシャルプライスセット
■10月11日（水）～17日（火） ■1階アクセサリー

奥深い陶芸品をご用意。煌びやかなアクセサリーもスペシャルプライスで!

期間中、〈ジャランスリワヤ〉の
シューズをお買いあげの方に
ノベルティをプレゼント。
※なくなり次第終了

E V E N T  

13歳までにやっておくべき50の冒険 ■10月14日（土）・15日（日）
ハロウィン可愛い撮影スポットが登場！ ■10月11日（水）～31日（火）
※カメラはお持ちください。
※各イベントの詳細はお問合せください。 ◎7階子供服 ＴＥＬ/052-252-3651

鮪をお客さまの前で豪快に解体実演いたします。
職人による鮮やかな包丁さばきをお楽しみください。

食品担当バイヤー 山村 真輝

お客さまの声から生まれた、白いふとんがわ生地を
使用した羽毛ふとんを今回はさらにパワーアップしました！

リビング担当バイヤー 飯田 洋子

秋冬ファッションにぴったりマッチする
名古屋栄三越限定カラーのショートブーツです。

雑貨担当バイヤー 市野 康史

日本を代表する陶芸界の
巨匠3名の逸品を大創業祭を
記念してご用意いたしました。

美術担当バイヤー 酒井 信二

アクセサリーゾーンで13ブランドの
スペシャルプライスセットを
ご用意しました。

雑貨担当バイヤー 暮石 暁

通常、展開の少ないグレースサイズ
（13号以上）商品を充実な品揃えで
大創業祭期間限定でお届けします。

婦人担当バイヤー 藤山 太洋
婦人担当バイヤー 水野 克彦

現在3カ月待ちの人気商品を
大創業祭のために数量限定で
ご用意いたしました。

リビング担当バイヤー 宇佐美 覚子
英国発のキッズ＆レディスブランド〈PALAVA〉が期間限定で
登場します。レトロテイストで遊びごころのあるプリントが特徴。
親子お揃いのコーディネートをお楽しみください。

ベビー・子供用品担当バイヤー 有我 文宏

三越伊勢丹だから出来るトリプルコラボ。
ぜひ、この秋はシューズとソックスの
カラフルな組み合わせにチャレンジを！

雑貨担当バイヤー 市野 康史

人気の国産ウイスキーは現在入手困難ですが、大創業祭にあわせ
特別にご紹介いたします。

食品担当バイヤー 伊藤 大輔

雑誌などでお馴染みの〈ジャランスリワヤ〉。大創業祭
期間中は、名古屋地区最大級のスケールでお届けします。

紳士担当バイヤー 原田 耕介

全国で唯一、名古屋栄三越でオーダー会を
開催します。カスタマイズを楽しんでください。

ベビー・子供用品担当バイヤー 有我 文宏

名古屋栄三越オリジナルのハロウィン限定焼き菓子を
つくりました。思わず、ほっこり、にっこりしてしまいます。

婦人担当バイヤー 湯沢 広行

rバーミキュラ・・・・・・・・・・・・・・・・・11,880円から  
●バーミキュラ ライスポット・・・86,184円
■6階 キッチン用品

P R E S E N T  

P R E S E N T  

ヨーロッパの田舎暮らしのようなナチュラルで
リラックスできるライフスタイルショップ
〈ラ・ヴィア・ラ・カンパーニュ〉より、
ハロウィン限定の焼き菓子が登場。

〈ラ・ヴィア・ラ・カンパーニュ〉
お化けのカップケーキ・・・・1個 540円
ステッキ焼き菓子・・・・・・・・・・1個 540円
■3階 ラ・ヴィア・ラ・カンパーニュ

＝名古屋栄三越限定商品＝

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

三越伊勢丹限定 名古屋栄三越限定 普段手に入らない商品も
大創業祭のためにご用意いたしました。

大創業祭  特別企画

大創業祭  記念袋

〈AG〉メンズ・レディスPOP UP SHOP
■10月18日（水）～24日（火） ■ラシック1階 ラシックパサージュ

＝名古屋栄三越限定商品＝

10/11㊌
1日限り

A

B

宮城県産生キハダ鮪解体実演販売会
■10月11日（水）午前11時から ■地下1階魚忠

トレンドブーツフェア開催 
異素材ミックスやファーを使用した、デザイン性の
高い今年注目のトレンドブーツを取り揃えお届け
いたします。

秋のストールフェア開催 
王道のチェックも定番の無地も付属のパーツも
今シーズン一番の品揃えでご用意しております。

羽毛ふとんフェア開催 
ご紹介の他、オーダーふとんからお買得な
羽毛ふとんまで豊富な品揃えでお届けいたします。

白無地の羽毛掛ふとん。
今年は昨年までお問合せの
多かったダブルサイズも
数量限定でご用意
しております。

選べる宿泊クーポン券販売
■10月11日（水）1日限り
■9階トラベルセンター特設会場

シェリー、ポートといった美酒を育んだヨーロピアンオークの樽で
20年以上熟成した希少な山崎モルトを使用。

qサントリー
シングルモルトウイスキー
「山崎 LIMITED 
EDITION 2017」
【お一人さま1本限り/10本限り】
・・・・・・・・・・・・・・700ml 10,800円
多彩な原酒が一糸乱れぬ
絶妙な調和のもとに深く
豪華なハーモニーを奏でます。
qサントリー 
ウイスキー 響 17年
【お一人さま1本限り/20本限り】
・・・・・・・・・・・・・・700ml 12,960円
■地下1階 ギフトギャラリー横
　　　　　特設会場

10月11日（水）午前10時から午前10時15分までに地下1階ギフトギャラリー横
特設会場にて抽選券をお渡しいたします。午前10時30分に当選番号発表
（応募人数により遅れる場合がございます）、正午までにお引換えをお願いいたします。
※抽選券は各商品につき、お一人さま1枚とさせていただきます。

無料
有料

出品作家  

◎十四代 今泉今右衛門  ◎十五代 酒井田柿右衛門 ◎十五代 沈壽官  
※各作家1点限りの出品となります。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。販売方法

e〈ポンテヴェキオ〉
ネックレス2本セット
・・・・・・・・【4セット限り】100,000円
ともにPt999/850、ダイヤモンド

e〈スタージュエリー〉
ネックレス・ピアスセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・【10セット限り】135,000円
K18YG、ダイヤモンド

e〈ヴァンドーム青山〉
ネックレス2本セット
・・・・・・・・・・・【10セット限り】86,400円
ともにK18YG、ダイヤモンド P R E S E N T  　　　　　　　　　　　お買いあげの方に

「オリジナルジュエリーボックス」をプレゼント。

三越高品質ダイヤモンドルースを
創業37周年にちなんだ
特別価格でご用意しました。

宝飾担当バイヤー 竹下 誠

●十四代 今泉今右衛門「色絵雪花墨色墨はじき四季花文花瓶」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】1,944,000円 径25.1×高さ29.8cm
十五代 沈壽官の逸品もご用意しております。

w〈京都西川〉羽毛掛けふとん
（シングル：1.2ｋｇ、150×210ｃｍ）108,000円  
（ダブル：1.7ｋｇ、190×210ｃｍ）162,000円
ともにふとんがわ：綿100％、詰物：ダウン93％・
フェザー7％（ポーランド産ホワイトマザーグースダウン）　
■6階 快眠寝具


