
※写真はイメージです。

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。
© 2017 ISETAN MITSUKOSHI

〈山ぶどう〉ハンドバッグ期間限定販売
●8月23日（水）～28日（月） 
●1階ライオン玄関口特設会場

e〈山ぶどう〉ハンドバッグ
①・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・267,300円 
山ぶどう蔓（極網代編）、安曇野木綿、Ｗ36×Ｈ21×Ｄ8㎝
②・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105,300円 
山ぶどう蔓（ござ編）、安曇野木綿、Ｗ33×Ｈ21.5×Ｄ10㎝
※手作りのためサイズには若干の誤差が生じます。
ＰＲＥＳＥＮＴ 期間中、お買いあげの方、先着20名さまに
　　　　　  「バッグチャーム」をプレゼント。

〈ファルファーレ〉期間限定販売
●8月23日（水）～9月12日（火） 
●4階エスカレーター横特設会場

9月3日（日）は「睡眠の日」 〈ワコール〉入眠×乳眠でおやすみフェア
●8月23日（水）～9月3日（日） ●3階サロン・ド・ランジェリー

ほんの少し足指の付け根が
見えるカッティングと
発色の良いエナメルが
足元を可憐に彩ります。
低反発のインソールで
履き心地が良い、
〈ファルファーレ〉の新たな
定番シューズです。
q〈ファルファーレ〉
バレエシューズ
・・・・・・・・・・・・・・9,504円から 
合成皮革、21.5～25.0ｃｍ

睡眠の日は改めて睡眠について考えようという日です。〈ワコール〉から
「入眠×乳眠」をテーマに「眠り」に対しての新しいライフスタイルを提案します。
q〈ワコール〉①ナイトアップブラ・・・・・・・・4,104円から 素材各種、Ｍ・Ｌ・ＬＬ
　　　　　 ②ナイトウエア・・・・・・・・・・・・・・・12,960円 綿100％、Ｍ・Ｌ

〈モラビト〉〈オースチンリード〉
4階に8/23（水）ＮＥＷオープン！

カネボウ〈ルナソル〉8/18(金)新発売
●1階カネボウ
2017 AUTUMN MAKEUP COLLECTION「木洩れ日浄化」。
木洩れ日にインスパイア
された秋らしいナチュラルな
4色セットのアイシャドウ。
qシャインフォールアイズ
・・・・・・・・各 5,400円 全3種

［ポイント換算］20％UPキャンペーン
名古屋三越

コスメティッククラブカード

●8月23日（水）～9月5日（火） 
●1階コスメティックサロン・
　2階コスメティックガーデン・
　7階ハウス オブ ローゼ

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。

厳選された天然の
山ぶどうの蔓を使い、
熟練の職人が
丁寧な仕上げを
施したバッグを
期間限定で
販売いたします。
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神戸山の手スカート期間限定販売
●8月23日（水）～9月12日（火） 
●4階エスカレーター横特設会場

●8月23日（水）～9月5日（火） 
●各階 ※8月29日（火）は店舗休業日です。
この秋の新作アイテム、
期間限定商品をお届けします。

オフショルダー風の
ビッグカラーロング
カーディガンです。
ハリのある編地を生かし、
立体的なシルエットと
スッキリした印象に
仕上げています。
→〈TO BE CHIC〉
ロングカーディガン
・・・・・・・・・・・・49,680円 
ポリエステル・毛、40（9号）
カスタマイズチャームフェア
●8月23日（水）～9月5日（火）
カスタマイズ仕様のハトメのある
チュニックワンピースやバッグ
などに別売りのハートや
花モチーフなどのチャームを
選び組み合わせていただける
「TO BE CHIC D.I.Y」
シリーズを販売いたします。
■3階 TO BE CHIC

前身頃はシャツ仕様、後身頃はニット仕様の
トップスはフロントのディテイルが今年らしい1枚です。
シルクのような質感が魅力のワイドシルエットの
パンツを合わせて初秋にもさらりと着こなせる
コーディネートになっています。
→〈自由区〉
コンビニット 18,252円 
レーヨン・ポリエステル、38・40
パンツ・・・・18,252円 
ポリエステル・ポリウレタン、36・38・40
※その他は参考商品です。
フォックスファーカフス 
カラーオーダー
●8月26日（土）～9月10日（日）
お手持ちのアイテムに合わせて
ファーカフスの色を5色から
お選びいただける
カラーオーダーです。
10,584円
（10月下旬お渡し予定）
■3階 自由区

マネー＆風景が描かれており、巻くと顔映りが
明るくなるピンクボルドーの色使いが可愛らしい
ストールです。

ふんわりチュールが女の子らしい
「神戸・山の手スカート」。
選べる長さは2レングス。パンプスからブーツ、
スニーカーまでコーディネートの幅が広がります。

ＰＲＥＳＥＮＴ 8月23日（水）～31日（木）の期間中、54,000円以上
お買いあげの方に、「オリジナルノベルティ」をプレゼント。
※数に限りがございます。なくなり次第終了させていただきます
※8月29日（火）は店舗休業日です。
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上質でナチュラルな素材を
ベースに、繊細なモノづくりと
リラックス感あふれる都会的な
スタイルを表現。軽やかさと
時代性をプラスしたワンランク
上のコンテンポラリーな
ライトプレタブランド。

※8月29日（火）は店舗休業日です。

※8月29日（火）は店舗休業日です。

食品大感謝祭 ●8月23日（水）～ 28日（月）
●地下1階食品フロア・フードコレクション・
　1階星ヶ丘フードガーデン

半期に一度 食品ギフトセット売りつくしセール!!
※準備数量に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

ワイン均一セール

同時開催  生活応援セール
●地下1階フードコレクション

●ワイン各種
・・・【280本限り】各750ml 1,080円均一
原産国各国　■1階 ルネ・デュ・ヴァン

●富山黒部米コシヒカリ・・・5kg 2,160円
●〈山形屋海苔店〉
山形屋の味付海苔・・・8切144枚 1,080円
●〈オーエスケー〉
大分県産はねだし椎茸・・・150g 1,080円
●〈宇野フーズ〉
天然日高昆布切出し・・・・・・・・・・200g 864円

同時開催

eワールドワイン6本セット
・・・・・・・・・・・【100セット限り】1セット 5,400円
各750ｍｌ、赤×3・白×2・泡×1、原産国各国　
■地下1階 フードコレクション

お取り寄せ
美味セレクション
●8月23日（水）～ 28日（月）  
●地下1階 三越＋北野エース

e〈古市庵〉サラダ巻
・・・・・・・・・【各日50折限り】1折 501円
■地下1階 古市庵

e〈銀座ハゲ天〉天丼
・・・・・・・・・【各日50折限り】1折 501円
■地下1階 銀座ハゲ天

e〈宮田精肉店〉
国産黒毛和牛 切り落とし
・・・・・・・・・【各日30kg限り】100gあたり 340円
■地下1階 宮田精肉店

e〈柿安精肉〉
国産黒毛和牛 肩焼肉用（ミスジ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 1,200円
■地下1階 柿安精肉

e〈まつおか〉名古屋味噌カツ弁当
プラスワン男爵コロッケ
・・・【各日50セット限り】1セット 699円
■地下1階 まつおか

e〈鶏三和〉タンドリーチキン用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 281円
　　　　　　■地下1階 鶏三和

e〈東京 京粕漬 魚久〉
いろとりどり四人家族
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日80袋限り】1袋 864円

e〈福岡 稚加榮本舗〉
お徳用辛子明太子切子
・・・・・【各日80パック限り】1パック110g 1,080円
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［ほんの一例］

←〈トレコード〉
神戸山の手
スカート
・・・・・・・9,504円 
ポリエステル100％、
7～11号、
着丈53・63ｃｍ

←〈アパシュ〉
婦人ストール
・・・10,800円 
毛100％、
約100×190ｃｍ
■2階 
　ニューズスクエア 
　ファッションパーツ
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材料にこだわり、
職人が五三の技で
焼き上げた、
しっとりもっちりした
カステラです。

定番のミニパンケーキ
プレーンの5個セットを
ご用意しました。

　〈長崎 松井老舗〉五三焼 
長崎豊潤切落しカステーラ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【300袋限り】600g 1,101円
■地下1階 特設会場

e 　〈スイーツフェイス〉
ミニパンケーキプレーン5個セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1,080円
■地下1階 ウイークリーデザート

e
※写真はイメージです。

100セット大放出！！

特別企画


