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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。

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2017  11 / 15 水

※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

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時

ご愛顧感謝
スペシャル
セール

星ヶ丘三越 星華会 特別企画

●11月15日（水）～20日（月） 
●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

11月15日（水）オープニングサービス 食品生活応援スペシャルセール

この度、8階催物会場では
「星ヶ丘三越 星華会」を記念して
スペシャルセールを開催いたします。
日頃のご愛顧に感謝して、
この冬に活躍するアイテムを
厳選した品揃えでお届けいたします。
ぜひ、この機会にご来場賜りますよう、
心よりお待ち申しあげております。

カジュアルにもエレガントにも着回せる
ムートンコートです。
qムートンコート・・・150,120円 
羊革、L

毛皮の王様
ロシアンセーブル。
様々なシーンで活躍する
おしゃれなケープです。
rロシアンセーブル
ストール
・・・・・・・・・・・191,700円 
ロシアンセーブル、M～L

風合いが良くシンプルな
デザインニットを
カラー豊富に
ご提案いたします。
q婦人ニット 
カラーコレクション
・・・・・・・・・・・各10,800円 
毛・カシミヤ、Ｍ～Ｌ

20色展開

w山ぶどう
ハンドバッグ
【各1点限り】
①・・・・・・94,500円 
山ぶどう蔓（細乱れ編）、
W23×H21×D10㎝
②・・・・143,100円 
山ぶどう蔓（小花石畳編）、
W38×H21×D10㎝

山ぶどうハンドバッグ
期間限定販売

eクロコダイルハンドバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・【10点限り】54,000円均一 
①②ハンドバッグ【各1点限り】
ともにクロコダイル革、①W24×H18×D8㎝
②W29×H17×D7㎝

高級素材ハンドバッグ特集

「おしゃれで履きやすい」をコンセプトにした、
神戸発の大人気の婦人靴。履きやすさ
だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
r〈神戸サブリナ〉婦人靴各種
①・・・12,744円　②・・・19,980円
③④・・・各18,144円  
いずれも素材各種

足を包み込むようなフィット感を大切にした
婦人靴。幅広（4E）や小さいサイズ・
大きいサイズも多数取り揃えいたしました。
e〈つくし〉婦人靴各種
①④・・・各10,584円　②・・・15,660円
③・・・・・・・・・・・・7,344円 いずれも素材各種

幅広 幅広
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r紳士カシミヤ100％セーター各種
・・・・・・・・・10,800円均一 

　　　　　　　カシミヤ100％、
　　　　　　　　サイズ各種

w〈東京西川〉カシミヤ100%毛布（毛羽部分）・・・【5点限り】43,200円 
ヨコ糸（毛羽部分）：カシミヤ100％、タテ糸：毛100％、140×200㎝

今すぐ活躍するキッチンアイテムを
お買得プライスで!
［商品の一例］
q①ホーロー天ぷら鍋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,404円 16㎝
②ホーローガラス蓋よせしゃぶ鍋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,268円 26㎝

q〈SIXPAD〉
アブズフィット2
・・・・・・27,864円 
SP-AF2212F-R、リチウム電池

電気刺激によって筋肉を動かすテクノロジー。
部位別ラインナップもさらに充実。

革製品の修理ご相談会

クローゼットの中に忘れられた
バッグや財布。職人の匠の技で
リフォームいたします。

バッグの修理全般を承っております。
革製バッグ以外の修理も承って
おります。お気軽にお越しください。
※詳細は係員にお尋ねください。

部分補色 ファスナー交換 パイピング修理

ハンドル作成 ほつれ直し 金具交換 など

w婦人コート各種
・・・【20点限り】7,560円均一 
素材・サイズ各種

q婦人服
冬物アイテム各種
【20組限り】
よりどり2点 5,400円均一 
素材・サイズ各種

e〈神戸サブリナ〉婦人靴各種
・・・【100点限り】3,240円均一 素材各種

q〈デロンギ〉
マイカパネル
ヒーター
【10点限り】
16,000円均一
HMP900J-B、
900W

じんわり暖か、薄くて軽量、持ち運びに便利!

11/15（水）～17（金）
3日間限り

〈にんべん〉
本がれかつお節 
削り実演販売会

〈キミコワカツキ〉特集
 ●11月15日（水）～17日（金）

ご相談・お見積り 無料

ＰＲＥＳＥＮＴ 山ぶどうハンドバッグをお買いあげの方、先着10名さまに「チャーム」をプレゼント。

3 日 間 限 り

肌触り抜群の
アルパカ入の超極太糸で
ざっくりと編んだ
ボレロ＋マーガレットを
カラフルな小物で
コーディネート。
w〈キミコワカツキ〉
マーガレット
・・・・・・・・・・・・・・・29,160円  
ボレロ・・・・・・17,280円 
ともに毛・その他繊維、M～L

特別出品
特別出店

w〈にんべん〉本がれかつお節 
削りたて・・・・・・・・・・・・・・・50g 368円

w①Ｐｔダイヤモンドリング・・410,400円 
中石：Ｄ＝1.04ｃｔ、ＬＹ、ＳⅠ２、脇石：Ｄ＝計0.10ｃｔ
②Ｐｔダイヤモンドペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410,400円 
中石：Ｄ＝1.13ｃｔ、ＬＹ、ＳⅠ１、脇石：Ｄ＝計0.04ｃｔ、
チェーン長さ45㎝〈スライドタイプ〉
※写真の品は現品限りです。

q①Ｐｔトルマリンリング・・・・・162,000円 
Ｔ＝1.07ｃｔ、Ｄ＝計0.42ｃｔ
②Ｐｔトルマリンペンダント・・・216,000円 
Ｔ＝2.76ｃｔ、Ｄ＝計0.13ｃｔ、
チェーン長さ45㎝〈スライドタイプ〉
※写真の品は現品限りです。

●好評開設中! 12月25日（月）まで 
●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

11月22日（水）からお持ち帰りカウンターも含めて拡大オープン

お歳暮ギフトセンター

お歳暮ギフトセンターお申込み特典
●商品券・ビール券・図書カード等の金券類及び送料は除外とさせていただきます。 
●インターネット・郵便・ファックスでのご注文は、本キャンペーン対象外となります。 
●クーポン券ご利用期限：平成29年12月31日（日）まで  

名古屋三越1,000円お買物券
最大5枚プレゼント！
20,000円（税抜）毎のお買いあげで1枚、最大5枚。

※12月中のお届け分もお申込みいただけます。特典対象期間：2017年11月30日（木）までのお買いあげ。

見
本
見
本

新規ご注文限定名古屋三越500円お買物券1枚プレゼント！
当店で初めてお歳暮をご登録ご注文の方、
5,000円（税抜）以上のご注文で1枚プレゼント。
さらに、他百貨店などで登録されたお申込用紙をお持ちいただいた方、
先着100名さまに粗品をプレゼント。
※ご依頼主名の変更、切り分けなどは対象外となります。 ※上記券面はイメージです。

※上記券面はイメージです。

見
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〈E-ZEY JAPAN〉
日本の桃ストレートジュース 

あかつき・黄金桃・川中島白桃各500ml

イーゼイ ジャパン 〈E-ZEY JAPAN〉
ウインターギフト  

5種クッキー（和・フルーツ×各1袋）、ショコラマドレーヌ×3、
フルーツパウンド×2、ジャムクッキー（苺・みかん×各3）、
パイ（プレーン・抹茶・ショコラ×各4）

イーゼイ ジャパン

エムアイポイント〈5・8・10％〉対象商品です。
日本全国送料無料です。（一部お届けできない地域がございます。）

※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、
　販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。
※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。

定番で人気の海老マヨやローストビーフを
彩りよく詰め合わせたシェフ自慢の一品です。
↑〈柿安ダイニング〉
シェフのおすすめオードブル・・・・・・・1パック 1,620円 
■地下1階 柿安ダイニング

国産の豚カタロースを使い、自家製のタレで煮込み、
地元の炭で炙り焼きしました。
↑〈肉の御嵩屋〉
炭火焼豚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本280g 1,296円 
■地下1階 フードコレクション
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11月15日［水］ー21日［火］  
各階星 華 会星 ヶ 丘 三 越

　　　　　　〈宮田精肉店〉
全国和牛能力共進会 
優秀県産牛販売会

〈魚忠〉宵〆鰤（よいじめぶり）まつり
星華会 特別企画 星華会 特別企画

［星華会 限定商品］

国産牛しぐれ、まつおか味噌カツ、
鶏モモ肉の信州味噌焼きを
贅沢に味わう限定弁当です。
↑〈まつおか〉星華秋の
肉三昧贅沢弁当（牛・豚・鶏）
・・・・・・【各日30折限り】1折 1,188円 
■地下1階 まつおか

肉の旨みに、香ばしい
焦がし醤油バター風味の
ソースの味は相性抜群です。
↑〈RF1〉ステーキ重 
焦がし醤油バター風味
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,491円 
■地下1階 RF1

しめじと錦糸玉子を盛り付けた
五目御飯に秋刀魚や蕪などの
季節のおかずをお詰めしました。
↑〈なだ万厨房〉
季節御膳「冬ごもり」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,782円 
■地下1階 なだ万厨房

→プレミアム芋焼酎6本セット
【お一人さま2セット限り/30セット限り】
・・・・・・・・・・・各1.8Ｌ×6本 12,960円 
［商品内容］
◎伊佐美 ◎三岳 ◎復刻版 兵六 
◎極の黒 紫芋 ◎たんこどん 
◎さつまりさいたる
■地下1階 リカー　
※20歳未満の方の飲酒は法律で
　禁止されています。

↑岩手〈岩泉ファーム〉
岩泉ヨーグルト プレミアム
（加糖、プレーン）

・・・・・【各50個限り】900g 各 972円 

↑大阪〈神宗〉
塩昆布・鰹昆布
・・・【各100袋限り】100g入 各 864円

↑東京〈四谷維新號〉
にくまん・あんまん詰合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱各1個入 1,124円 
●シューマイ・・・・・1箱8個入 778円  

●〈坂角総本舖〉大入袋
【お一人さま2袋限り/80袋限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋 1,080円

当日焼き上げた「ゆかり」を工場から
直送して販売いたします。
←〈坂角総本舖〉
できたてゆかり
・・・・・・・・【各日60袋限り】1袋 692円

←〈宮田精肉店〉
優秀県産牛 
黒毛和牛すき焼き用
食べ比べセット
【各日20セット限り】
・・・・・1セット各100g入 3,240円 
［セット内容］
◎総合1位／鹿児島県産黒毛和牛 
　モモすき焼き用（100ｇ）
◎総合2位／宮崎県産黒毛和牛 
　肩ロースすき焼き用（100ｇ）
◎総合3位／大分県産黒毛和牛 
　カタすき焼き用（100g）
■地下1階 宮田精肉店

←〈魚忠〉香川県産他 
宵〆ぶり（養殖）
切身・・・・・・・・・1切 465円から 
照焼き・・・・・・1切 540円 
お刺身盛
・・・・・・・・・・・・1パック 648円から 
■地下1階 魚忠

↑〈魚忠 魚河岸寿司〉
宵〆ぶり入握り寿司盛合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,080円 
■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

5年に一度、和牛日本一を決める大会「全国和牛能力共進会」が
本年9月開催。総合順位上位3県産の黒毛和牛の食べ比べセットを
販売。星華会特別価格でご提供いたします。

出荷直前に特殊な技で〆て鮮度を保ったまま直送される「宵〆ぶり」。
脂がのった「宵〆ぶり」を職人の技で美味しく仕上げます。

プレミアム
芋焼酎特別セット

平成29年度産 新米＆杵つき餅 販売会〈坂角総本舖〉
リフレッシュオープン!
●地下1階坂角総本舖

11/15（水）
オープニングサービス

11/15（水）～17（金） 
各日午前11時から限定販売

ホシミツ お取り寄せ美味セレクション 
●地下1階 三越＋北野エース 全国名店の味

全 国 各 地 の 美 味 を
お 取り寄 せ い たしました 。

↑京都〈土井志ば漬本舗〉
千枚漬け・・・・・・・・・・・100g 691円 
●ゆず香大根・・・・115g 432円 

↑〈紀文食品〉
おでん種オープニングセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット 1,944円

↑〈石井食品〉
京丹波町産丹波しめじ使用 
しめじがつまったハンバーグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160g 303円  

［同時開催］新潟産「新之助」新米販売会

工場再開
復活販売

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

冬季ショップ
オープン
記念商品

※写真はイメージです。
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→①飛騨高山産 新米コシヒカリ
・・・・・・星華会特別価格 5kg 2,484円 
②飛騨高山製 杵つき餅
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5切 540円 
■地下1階 米蔵

雄大な自然環境が育んだ
飛騨高山産新米コシヒカリに
高山産のもち米の杵つき餅を
期間限定で販売いたします。

カシミヤ
100％

カシミヤ
（毛羽部分）
100％

若月キミコ氏来場 
●11月15日（水）

中石Ｄ＝1.0ctup
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お肌にご褒美！うっとり美容液コンテスト ［11月15日（水）～21日（火）］
期間中、1階コスメティックサロン対象ショップにて美容液をお買いあげ、またはその他アイテムを8,640円以上お買いあげの方に、「お肌にご褒美！ うっとり美容液コンテスト」投票用紙を
お渡しいたします。対象ショップの中から、お好きな美容液に投票してください。人気No.1の美容液に投票いただいた方の中から抽選で5名さまに「人気 No.1美容液」をプレゼント。
※詳しくは係員にお尋ねください。※プレゼントする美容液のサイズはショップによって異なりますので予めご了承ください。

11月15日［水］ー21日［火］  
各階星 華 会

星 華 会 　 各 階 イ ベ ント＆トピ ック ス
〈サロン・ド・アスリン〉
POP UP STORE
■11月15日（水）～21日（火）
■1階ライオン玄関口特設会場

〈デコプティ〉
期間限定販売
■11月15日（水）～21日（火）
■4階エスカレーター横特設会場

2018年
カレンダーセレクション
■好評開催中! 12月24日（日）まで
■5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

〈カリモク〉
学習机特別販売会
■11月15日（水）～12月24日（日）
■5階イベントスペース

〈ショーンハイト〉
コンビネーションオーダー会
■11月18日（土）・19日（日）
■6階紳士靴

●11月15日（水）～21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

星ヶ丘三越限定
エムアイカード会員さま限定

名古屋三越コスメティッククラブカード

［ポイント換算］ 80％ UPキャンペーン

星 ヶ 丘 三 越

LIVING KIDS & BABY

JEWELRY & WATCH

MEN’S FASHION ITEM

LADIES’ COAT COLLECTION COSMETIC

LADIES’ SHOESLADIES’ BAG

冬のあったかフェア
●7階イベントスペース
〈最終日午後5時終了〉

エムアイカード冬の新規ご入会キャンペーン!
1,000
ポイント　1,000円分の

お買物券　　　 合計2,000円分プレゼント!
※当日カードカウンターにてご入会のお手続きが完了した方。※特典は、期間中お一人さま１回限りとさせていただきます。
※お買物券は、ご入会の店舗にて、１回のお買物の合計が500円（税込）毎に1枚ご利用いただけます。 詳しくはカードカウンターまたは、係員まで。

（500円券×2）

●好評開催中! 12月31日（日）まで

エムアイカードの
店頭ご入会で もらって

その日に

使える！

エムアイカード“ボーナス”ポイントキャンペーン

※ボーナスポイントは、本キャンペーンにつきお一人さま1回限り進呈いたします。※本会員さまとご家族会員さまのカードごとのご利用額が対象となります。（ご家族カードを含めた合算ではありません）
※ボーナスポイントは口座単位でお付けいたします。※仮カードはキャンペーン対象外とさせていただきます。※ボーナスポイントの進呈は、11月末の予定です。エムアイポイントサイト（www.mipoint.jp）の
ポイント履歴にてご確認いただけます。※一部ブランド品、商品券などの金券類、工料・送料・消費税等のお買いあげは本キャンペーンの加算対象外となります。

上記期間中、星ヶ丘三越にて「エムアイカード」のご利用でお買いあげ20,000円（税込）以上の方にもれなく、ボーナスポイントを500ポイント進呈いたします。
5 日 間 限 り星ヶ丘

三  越
限  定

●11月15日（水）～19日（日） ●各階

食品・セール品・お歳暮もお買いあげ対象

今年のトレンドの
チェック柄をあしらった
ウールコート。
体にフィットしすぎない
柔かなハリ感がある
2WAYストレッチ素材。
程良いコクーン
シルエットが
ポイントです。
→〈iCB〉
コート
・・・・56,160円 
毛・その他繊維、
2（7号）・4（9号）・
6（11号）
■3階 iCB

生地に出来るだけ負担がかからないように低速織機で
製織した上質なウール素材を使用したコートです。
すっきりした女性らしいエレガントなシルエットが特徴です。
↓〈アンタイトル〉コート・・・・・・・51,840円 毛100％、7号～11号
■3階 アンタイトル

こだわりを持った京都の清潔な飼育環境で
育まれた「京鴨」の羽毛を使用したダウンコート。
ふんわりとした衿とコンパクトなラインが
女性らしさを演出いたします。
↓〈アマカ〉ダウンコート・・・・・・・52,920円 
ポリエステル100％、中わたダウン・フェザー、38・40
■3階 アマカ

ベージュの色合いと裏ボアの組合せが
今年らしいフェイクムートンコート。
甘すぎず、少しカジュアルな大人の
着こなしを楽しめます。
↑〈マックレガー〉
フェイクムートンコート・・・38,880円 
ポリエステル100％、Ｍ・Ｌ
■4階 マックレガー

前身頃が密度の高い
ポリエステルファーの
ダウンベスト。
配色ニットとストレッチ性に
富んだワイドパンツとの
コ－ディネートでスポーティーな
中に優しい雰囲気を
提案します。
↑〈ギャラリーアイ〉
ダウンベスト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円 
ポリエステル100％、
中わたダウン・フェザー、Ｍ・Ｌ
セーター・・・・・・・・・・・24,840円 
毛100％、Ｍ
パンツ・・・・・・・・・・・・・・22,680円 
ポリエステル・ポリウレタン、Ｍ
■4階 ギャラリーアイ

ＥＶＥＮＴ フルート＆ピアノ JAZZ LIVE
●11月18日（土）
　午前11時30分～／6階マックレガーショップ
　午後2時30分～／4階マックレガーショップ
フルート（下村 操）・ピアノ（後藤浩二）による
ジャズ＆ボサノヴァを新作と共にお楽しみください。

〈フェールラーベン〉デビュー
スウェーデン生まれのアウトドアブランド
〈フェールラーベン〉から機能的な
「カンケンバッグ」をご紹介いたします。
↑〈フェールラーベン〉
カンケンバッグ・・・・・・・・・・・・・・各 11,880円 
表地：ビニロンＦ、ベルト：ポリプロピレン、Ｗ27×Ｈ38×Ｄ13㎝
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ

〈ブリーフィング〉デビュー
機能性を追求したバッグブランド〈ブリーフィング〉
から日常のさまざまなシーンでお使いいただける
バッグをご紹介いたします。
↓〈ブリーフィング〉
①2ＷＡＹトートバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 
ナイロン、Ｗ36×Ｈ33×Ｄ18㎝
②ショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円 
ナイロン、Ｗ18×Ｈ24×Ｄ18㎝
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ

①
②

〈トプカピ〉リバティイニシャル刺繍トートバッグ受注会

※写真はイメージです。

A4
サイズ

ミニ
サイズ

〈レイジースーザン〉
ディズニートート販売会
モコモコした心地よい手触りのサガラ刺繍で、
大人が楽しめるミッキーモチーフのトートバッグ。
→〈レイジースーザン〉ディズニートート
・・・・各 7,020円 ポリエステル・綿、Ｗ35×Ｈ20×Ｄ16㎝　■2階 レイジースーザン

暖かくて嬉しい！
保温性に優れたあったかブーツは寒さ対策の必需品。
→〈ルコック〉
①モンルイＭＩＤ
・・・・・・・・・・・9,180円 合成繊維
②ＬＡエールジッパーブーツ
・・・・・・・・・・・9,180円 合成繊維
〈ＵＧＧ®〉
③クラシックショートⅡ
・・・・・24,840円 羊革/牛革
④クリスティン
・・・・・28,080円 牛革/羊革
■3階 ニューズスクエア 
　レディスシューズ

外反母趾などで靴選びにお悩みの方や、
快適に歩きたいと靴を探されている方まで、
幅広いお客さまにおすすめのライフスタイル型
コンフォートシューズを
ご紹介。
「足のためにできること、
ぜんぶ」をコンセプトに
靴・オーダーインソールを
取り揃えました。

〈サントナーナ〉期間限定販売会
●11月15日（水）～21日（火）  
●3階 ニューズスクエア レディスシューズ
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-3196 
　　　　　　　　 担当/古山・藤原

↑①〈ウィズウィズ〉・・・20,520円 牛革　②〈ピッティ〉・・・・・・・・21,600円 羊革/牛革　③〈ピッティ〉・・・・15,660円 羊革/牛革
④〈リーガル〉・・・・・・・・・・・・・27,000円 牛革　⑤〈バークレー〉・・・25,380円 牛革　　 ■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

ここが嬉しい！ この冬の主役ブーツ

合わせやすさが嬉しい！ コーディネートがしやすく、この冬、活躍まちがいなしのベーシックブーツ。

ご予約優先

①

①

②

②

③ ④

⑤

ミンクファーを使用したピアスやバレッタ
などを取り揃えました。程よいボリュームが
コーディネートのワンポイントに。
　〈サロン・ド・アスリン〉
①ミンクファーピアス各種
【50点限り】各 3,867円 
②ミンクファー
バレッタ各種
【5点限り】
各 4,947円 
ともに
ミンク・合金

↑〈デコプティ〉
①スマートフォンケース・・・・・11,880円 
合成皮革、スワロフスキー®クリスタルガラス
②収納式ストラップ（スノー） 12,960円 
ABS樹脂、スワロフスキー®クリスタルガラス

2018年は戌年。個性豊かな犬たちの
カレンダーなどを多数取り揃えております。
↑①犬川柳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,350円 
②切抜きイラスト/アニマル 1,188円 
③オサダキョーコ ＤＯＧＳ
（額縁付き卓上）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・972円 

デザイン、革素材、ソールなどを
お好みに合わせてお選びいただける
オーダーメイドシューズ。お好みの1足を
日本の熟練の職人達がお作りいたします。

成長に合わせて快適に使える飽きのこない
シンプルなデザインで木のぬくもりを感じる
“カリモク”学習机。

ＰＲＥＳＥＮＴ
◎〈カリモク〉学習机をお買あげの方に
　「木製ペン立て」をプレゼント。

→

スワロフスキー®
クリスタルガラスで
デコレーションされた、
フリーサイズの
手帳型スマート
フォンケースと
収納式ストラップ
デコプティの
新作です。

〈ショーンハイト〉
オーダー
シューズ
32,400円から 
素材各種
※お渡しは
1月上旬頃となります。

乾燥するこの季節はスキンケアに美容液をプラス！

冬にうれしいふわふわもこもこ素材のアイテムで、
あったかウォームライフを演出します。

ＰＲＥＳＥＮＴ 
「星華会」期間中、
1階コスメティックサロンにて
美容液を含む21,600円以上
お買いあげの方、先着80名さまに
「ハンドクリーム」をプレゼント。

←①〈RMK〉Ｗトリートメントオイル・・・・・・・・・・・・・4,320円 50mL
②〈エスト〉ソフィーナ iP 美活パワームース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円 90g
③〈デコルテ〉コスメデコルテ モイスチュア リポソーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円 40mL／14,580円 60mL
④〈ランコム〉ジェニフィックアドバンスト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円 30mL／14,580円 50mL
■1階 コスメティックサロン各ショップ

①

② ③

④

乾燥やハリ不足などに
アプローチするプレケア用。

炭酸※の泡を
ぬり広げるだけで
角層に浸透。

※炭酸ガス（噴射剤）

発売以来25年、愛され続ける
コスメデコルテNo.1美容液。

うるおいのある
輝くような肌印象へ導く

発酵美容液。

①

②

→〈豊岡鞄〉
①TUTUMU
トートバッグ
・・・・・・・・・・・15,120円 
ナイロン・牛革、
W42×H24×D22㎝

②松右衛門帆
トートバッグ
・・・・・・・・・・・・35,640円 
綿・牛革、
W42×H32×D15㎝

↑①婦人パジャマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円 
ポリエステル100％、M・L

②マイクロファイバー
レディスショートガウン・・・・・・・・・・・・・9,720円 
ポリエステル100％、Ｍ・Ｌ

③4枚重ね履きソックス・・・・・・・・・・5,184円 
絹・綿・その他繊維、約22.0～24.5㎝
■7階 イベントスペース

●クリーニング・・・・・・・・・・・・・・12,960円から 
●修理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円から
※承り後、お渡しまでに約2カ月頂戴いたします。 

千年以上の歴史を誇る鞄の
産地・兵庫県豊岡市。
デザイン・素材・製法など、
職人のこだわりを感じられる鞄を
期間限定で販売します。

大切なバッグの表面や角の傷スレ・色アセ・シミ・汚れ・
カビをきれいに修復します。ファスナー・ハンドル・
ネバリのある内装の交換修理もいたします。

ＥＶＥＮＴ
カバンの街・豊岡市から出張相談会
カバンクリーニング修理相談会
●11月15日（水）～21日（火）  
●6階エスカレーター前特設会場

豊岡鞄 POP UP SHOP
●6階エスカレーター横特設会場

↑〈メフィスト〉紳士靴
①スリッポン・・・・32,832円  ②スニーカー・・・45,144円 
③スニーカー・・・42,984円 　いずれも牛革　　■6階 紳士靴

1965年にフランスで誕生した〈メフィスト〉は、何よりも履き心地の良さが
特徴です。素材選びから構造、生産工程に至るまで、すべてにおいて
より快適に歩くことにこだわったシューズブランドです。

〈メフィスト〉紳士靴 期間限定販売会

←岩盤足浴「元祖足の助」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・254,998円  
ＧＮ-ＡＳ1315Ｈ，180Ｗ、本体ヒノキ、
Ｗ50×Ｄ36×Ｈ39.2㎝
■7階 エスカレーター横特設会場

お湯を使わない岩盤足浴！
足もとから全身を温めます。

「元祖足の助」
期間限定体験販売会

After

Before

使いやすさと上品で
やわらかなデザイン。
存在感がありながらも
日常に溶け込む
シンプルデザイン。

軽量かつ耐久性抜群。
昔の主要船舶に使用された

日本最古の帆布。

ＥＶＥＮＴ

「ＭＯＭＯ」バルーングリーティング

ＭＯＭＯがＬＩＶＥでバルーンを制作。各回先着35名さまにプレゼント。

●11月23日（木・祝） 午前11時～・午後1時30分～・午後3時～
●5階エスカレーター前特設会場

ハピスタキッズクラブ ダブルポイントキャンペーン ●11月15日（水）～28日（火）
期間中、ハピスタポイントをダブル（2倍）でプレゼントいたします。

予約制

予約制

オプションなしで新生児から
高い快適性と前向き抱きも叶えた
最上級モデルが今秋デビュー！
←〈エルゴベビーキャリア〉
OMNI 360・・・・・・・・・28,080円 
対象年齢0カ月、3.2㎏～

ＰＲＥＳＥＮＴ 
期間中、〈エルゴベビーキャリア〉を
お買いあげの方、先着10名さまに
「そのまま洗えるキャリア収納ポーチ」を
プレゼント。　　　　■5階 ベビー雑貨

ＥＶＥＮＴ 〈エルゴベビー ベビーキャリア〉着け方アドバイス会
●11月18日（土） 午前10時30分～午後12時30分・午後1時30分～午後4時30分
●5階ベビー雑貨
〈エルゴベビー〉専門スタッフが、エルゴベビー ベビーキャリアの装着方法をアドバイスいたします。

③ウォッシャブル
合繊肌掛ふとん・・・・・・・8,640円 
ふとんがわ：ポリエステル100％、詰物：
ポリエステル100％、140×190㎝、0.2㎏

④ニューマイヤー毛布
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円 
ポリエステル100％、140×200㎝
■7階 イベントスペース

洗顔後、すぐに保湿！の美容液

①

①
②

③
①

②

②

④

①

①
①

②
②

②

③

③

③

※写真はイメージです。

→〈トプカピ〉イニシャル刺繍
2ＷＡＹトートバッグ
A4サイズ・・・・・・・・・・・12,420円 
ミニサイズ・・・・・・・・・・10,260円 
◎カラー：4種　
◎イニシャル：全16文字
　（刺繍色は限られます）
◎文字型：3種よりお選びいただけます。
※商品のお渡しは約2週間後となります。
※詳細は係員にお尋ねください。
■2階 トプカピ

カラフルでＰＯＰなウオッチブランド！ 
太陽光はもちろん、室内の灯りで
充電ＯＫ。電池交換不要の
10気圧防水機能付きで多彩な
デザインをラインナップ。
ディズニーデザインや新作も登場です。

→〈Ｑ＆Ｑ ＳｍｉｌｅＳｏｌａｒ〉
Ｄｉｓｎｅｙコレクション・・・6,480円 
クリスタルガラス、バンド：ポリエステル、
幅40㎜×厚さ12.5㎜

↑①Ｐｔルビーリング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・356,400円 
Ｒ＝0.56ｃｔ、Ｄ＝計0.57ｃｔ、鑑別書付
←②Ｐｔルビーペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324,000円 
Ｒ＝0.68ｃｔ、Ｄ＝計0.31ｃｔ、
チェーン長さ約45㎝〈スライドタイプ〉、
鑑別書付
■7階 宝石サロン

〈Q&Q SmileSolar〉ウオッチ
期間限定販売会 
●7階エスカレーター前特設会場

上記期間中、ナゴミクラブカードにてお買いあげの際、「エムアイカード」を
ご提示ください。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18ポイント進呈いたします。※期間中、何度でもご利用いただけます。

↑〈アツコマタノ〉
①リバーシブルハーフケット・・・5,400円 
表・裏生地・詰物：ポリエステル100％、140×100㎝
②ダウンひざ掛け・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円 
側生地：ポリエステル100％、
詰物：ダウン85％・フェザー15％、80×140㎝

〈FUNFAM〉離乳食スクール ｂｙ YASUYO
●11月26日（日） 午前11時～・午後2時～ ●5階特設会場
◎参加費 1,620円　◎各回6組さま　
◎対象年齢：0～2歳までのお子さまと保護者さま
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

「MOMO」バルーンアートクリスマススペシャルＬＩＶＥ
●11月19日（日） 午後3時～ ●5階エスカレーター前特設会場
ＭＯＭＯと一緒にクリスマスバルーンアーチ作り！
◎参加費 648円　◎先着5組さま　
◎対象年齢：3～6歳までのお子さまと保護者さま
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

11/18（土）から販売
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