
冬の リビング
コレクション

フード＆リビングフェスタ  
■名古屋栄三越・ラシック 各階  ■11月22日［水］ー28日［火］

冬を
楽しく過ごすスウィーツ

※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営業時間／［名古屋栄三越］全館 午前10時ー午後7時30分　［ラシック］B1F▶6F Shops 11:00～21：00　7F▶8F Restaurants 11：00～23：00

〈ダッピ〉クリエーター帽子フェア
■11月22日（水）～28日（火） 
■名古屋栄三越/B2F ファッションパーツ
　Tel.052-252-3789

〈ベティスミス〉POP UP SHOP
倉敷オーダージーンズ受注会
■好評開催中! 11月28日（火）まで
■名古屋栄三越/5F ニューヨークランウェイ メンズ
　Tel.052-252-3961

～西陣と呼ばれて550年～
三越きもの祭

［同時開催］
京都・加賀
二大産地
友禅フェア

LACHIC CHRISTMAS 2017
■好評開催中! 12月25日（月）まで 
■ラシック/1F ラシックパサージュ

国産ジーンズの発祥の地と
いわれ、いまや国内外から
注目を集める倉敷市児島。
この地で1962年に創業した
〈ベティスミス〉。
そのオーダー部門として
スタートしたのが
〈デニムワークス〉。
量産品から個のためのジーンズへ。膨大な数のパターンと
ハンドメイド技術が存分にいかされています。
〈DENIM WORKS〉倉敷オーダージーンズ 33,480円から

〈ダッピ〉婦人帽子 25,920円

本年（2017年）、西陣織産地は応仁の乱を機に
「西陣」と称されて550年の記念すべき年を迎えます。
この時期をとらえて西陣帯を中心に
「きもの祭」を開催いたします。
西陣袋帯・なごや帯各種
（芯・お仕立付）
［30点限り］ 
55,000円均一

EVENT 専属フィッターによるアドバイス会開催
■11月25日（土）・26日（日）各日午前10時～午後6時
期間中、専属のフィッターが来店し、お客さまのご要望を聞きながら
承ります。お一人さまあたり約30分～1時間程お時間を頂戴します。

デザイナー本人によるコンサルティング販売会。
クリスマスにむけた華やかな帽子と美しい
被り方をご提案します。

※写真はイメージです。

UNITED NUDE MEETS ART 
PRESENTED BY WAKE UP
■11月21日（火）～12月4日（月） 
■ラシック/1F ラシックパサージュ

ROSE BUD SPECIAL SALE
■11月23日（木・祝）～26日（日） 
■ラシック/1F ラシックパサージュ

UNITED NUDEがオルタナティブクリエーター
「WAKE UP」と組み、現代アートと共に
魅せるイベントを開催します。
ファーアイテムに加え、
2018SSのアイテムを
先行販売します。

ローズ バッドのスペシャルセールを開催します。
ファッションアイテムがお得にお買物いただけます。

※写真はイメージです。

〈まつおか〉
（復刻）でらうま弁当限定販売
■11月22日（水）～24日（金）・
　27日（月）・28日（火） 
■名古屋栄三越/B1F まつおか  
　Tel.052-252-1974

↑まつおか第1号店は名古屋栄三越。
創業当時の総菜がたっぷり詰まった
「（復刻）でらうま弁当」を販売いたします。
〈まつおか〉（復刻）でらうま弁当
（各日10折限り）1折 1,020円

ショコラとキャラメル サレ2種のクグロフと
ショコラ ショ フランボワーズ ユズのメニュー。
名古屋栄三越/B1F ジャン＝ポール・エヴァン　
Tel.052-252-1111（大代表）

〈ジャン＝ポール・
エヴァン〉

ムニュ クグロフ 1人
前 1,566円

〈マックス ブレナ
ー チョコレートバー

〉  

マックスフェイバリッ
トセット 1セット 1,5

20円

マックス ブレナー人気のチョコレートチャンクピザ＆
フォンデュにドリンクの付いたセット。
ラシック/B1F マックス ブレナー チョコレートバー　
Tel.052-241-2220

〈ラトリエ・ドゥ 名
古屋ふらんす〉

フランコロン 1個 48
6円

〈アイスモンスタ
ー〉

ピスタチオかき氷 1
,330円

※12月25日（月）ま
で

フランスの国旗をイメージしたインパクト
大のムースを使用したスウィーツ。
それぞれ異なる素材、食感が楽しめる
仕掛けが詰まったフランスの伝統ケーキ。
名古屋栄三越/B1F 
ラトリエ・ドゥ 名古屋ふらんす　
Tel.052-252-1951

←シンプルで飽きのこない
フォルムを採用したマグカップ。
「Unikko」のスタイリッシュな色柄が
より一層引き立ちます。
〈マリメッコ〉マグカップ
（直径8×高さ9㎝・250ml） 各2,700円
ラシック/4F マリメッコ　Tel.052-238-1038

↑南米アンデスの過酷な自然環境から身を
守るため、高い保温性をもつアルパカの細く、
柔らかい毛をブークレ糸に加工。
糸のふくらみに空気が含まれ、さらに軽く、
あたたかくなり、独特の風合いに。
原料本来の油分がわずかに含まれているので
汚れがつきにくいのも魅力です。
〈テネリータ〉アルパカ混ループハーフケット
（約170×100㎝） 各20,520円
ラシック/4F テネリータ　Tel.052-259-6478

←英国の一般家庭では日常的に使用されている
湯たんぽ。自然なあたたかみが心地よい眠りを誘います。
①〈レイバー・アンド・ウェイト〉湯たんぽ
（W20.5×H34㎝・2L） 各1,728円
上記商品専用の湯たんぽカバー。英国ウェールズの歴史ある
毛織工場で作られた、ウェールズらしい伝統的な柄を用いた
クラシカルなカバーです。
②〈レイバー・アンド・ウェイト〉湯たんぽカバー
（W27×H41㎝） 各8,424円
ラシック/4F ビショップ　Tel.052-259-6496

↑食卓を彩るテーブルウエアの
ようなホットプレート。
SNS映えも間違いなし。
〈ブルーノ〉
コンパクトホットプレート
（W37.5×D23.5×H14㎝、
型番：BOE021-RD） 
9,504円
名古屋栄三越/6F キッチン用品　
Tel.052-252-3674

→ツリー柄が可愛らしいボウルは、
サラダやデザートを盛り付けるのに
ぴったりです。
※オーブン・電子レンジ使用可。
〈ツェラミカ〉VEVA
ミニボウル（10㎝） 1,901円
ボウル中（13㎝） 3,748円　
ボウル大（18㎝） 5,508円
名古屋栄三越/6F 食器　
Tel.052-252-3669

→英国生まれの湯たんぽ
「YuYu Bottle」が
今年10月、日本初上陸。
体に巻いて使うラグジュアリーな
ホットウオーターボトルです。
〈ユーユーボトル〉
ラグジュアリーフリースコレクション
（約11×81㎝） 6,480円
●リバティロンドンコレクション
（約11×81㎝） 12,960円
●カシミヤコレクション
（約11×81㎝） 30,240円
名古屋栄三越/6F タオル　
Tel.052-252-3464

↓寒い朝に頼れる相棒。
立ち上がりが早く、4段階で
温度調節が可能です。
〈アラジン〉グラファイトヒーター
（W30×D30×H63.5㎝、
型番：CAH-G11AG） 15,984円
名古屋栄三越/6F キッチン用品　
Tel.052-252-3674

→カラフルであたたかみのあるアルザス陶器で
パーティシーンを華やかに。
〈アルザス〉
ラウンドディッシュ（約直径16㎝） 各2,916円
※オーブン・電子レンジ使用可。
名古屋栄三越/6F 食器　
Tel.052-252-3669

↑屋内外兼用のルームシューズ。快適な履き心地は
オフィスやご自宅など、さまざまなシーンで活躍します。
〈ビルケンシュトック〉
アムステルダム（22.5～28㎝） 各8,100円
ラシック/4F ビルケンシュトック　Tel.052-259-6477

←冬らしい色合いの
タータンチェックと
アフリカやアジアで
作られるかごバッグの
柄の雰囲気をニットで
表現したクッションカバー。
〈ウニコ〉クッションカバー
（45×45㎝） 各3,672円
※クッションは別売りです。
ラシック/6F ウニコ　
Tel.052-251-2725

→チャーミングな白くまとペンギンの
プリントが新登場。親子お揃いで
お楽しみいただけます。キッズ用は
寒い冬もあたたかなブーツタイプ。
サイド開閉で脱ぎ履きもしやすく、
可愛いデザインはお子さまも大喜び。
〈キャス キッドソン〉
①大人用スリッパ（S～L） 4,860円 
※同柄の袋付
②キッズ用スリッパ（14.5～22㎝） 3,348円
ラシック/5F キャス キッドソン　
Tel.052-238-1126

←スウィーツのような
入浴料でバスタイムを
美しく、楽しく。
〈バデフィー〉
①バスカップケーキ（90g） 864円
②バスプラリネ（30g） 756円
③バスキューブ（50g） 702円
名古屋栄三越/6F タオル　Tel.052-252-3464

↓クリスマスモチーフをあしらったデザインがホリデーシーズンの
特別な贈り物にふさわしい今だけの限定アイテムです。
〈エステバン〉①ファー＆アンバー ラタンブーケ  ②クランベリー＆シナモン ラタンブーケ
各5,400円　※フレグランスリフィル（100ml）付き。
名古屋栄三越/6F 香ぎゃらりぃ　Tel.052-252-1384

→やさしい肌触りに包まれて、
癒されリラックスする至福のおうち時間。
〈ブリッジ〉
ダイニングテーブル
（W180×D85×H72㎝） 264,600円
ライトサイドチェア
（W61×D51×H68（SH43）㎝）1脚 86,400円

←暮らしを彩る楽しさを発信し続ける英国発トータルライフ
スタイルブランド〈デザイナーズギルド〉。1970年、
トリシア・ギルドにより英国で設立され、色や柄を大胆に使い
こなす卓越したデザインは世界的に高く評価されています。
〈デザイナーズギルド〉パリ1人掛ソファ
（W84×D90×H81㎝、生地：英国、日本製） 538,920円
※オーダー生産のため、お渡しまでに約2カ月頂戴いたします。
※お選びいただく生地により価格が異なります。
※クッションは別売りです。

〈デザイナーズギルド〉POP UP SHOP
11月22日（水）～12月5日（火）
名古屋栄三越/6F イベントスペース

〈ブリッジ〉POP UP SHOP
11月22日（水）～12月5日（火）
名古屋栄三越/6F 特設会場

※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。
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〈ディーナホーム〉POP UP SHOP
11月22日（水）～12月5日（火） 
名古屋栄三越/6F イベントスペース
コットンボックスにひざ掛け、トートバッグをセットにしました。
ウインターギフトセット ［10セット限り］各5,400円

■好評開催中! 11月28日（火）まで 
■名古屋栄三越/8F 呉服  Tel.052-252-3640

 NEW OPEN  OBK
■11月29日（水）NEW OPEN（予定）
■ラシック/B1F オービーケー

ジャンクフードのハンバーガーを
ヘルシーに楽しんでいただきたい
という想いからスタートした
〈OBK〉が
11月29日（水）に
オープン。
こだわりの素材を
使用した
ハンバーガーを
お楽しみいただけます。

※写真はイメージです。

デビュー20周年を迎えた“ゆず”との
コラボツリーが登場。生木のツリーと
ゴールド・レモンイエローのオーナメントが
クリスマス気分を盛りあげます。

カットして
  使ってね。

ラシック
先行販売

〈まつおか〉開店40周年特別企画イチゴとオレンジ、カスタードクリームがしっとりとした
クレープ生地に包まれた特製タルト。
家族みんなで楽しめる限定スウィーツです。
名古屋栄三越/B1F ケーニヒス クローネ　Tel.052-252-1307

コクのあるピスタチオのフレーバーアイスブロックを削り、
甘酸っぱいイチゴ、クリーミーなパンナコッタと
グラノーラをトッピング。ピスタチオ特有のまろやかな
味わいとグラノーラの食感が楽しめる
クリスマス限定のフレーバーです。
ラシック/B1F アイスモンスター　Tel.052-241-6888

〈ケーニヒス クロ
ーネ〉

クレープタルト 1台
 1,296円

〈まくらのキタムラ〉快眠まくらフェア
11月22日（水）～28日（火） 
名古屋栄三越/6F 寝具　Tel.052-252-3660
フェア期間中、枕をお買いあげの方に
不要になった枕を下取りいたします。（1,000円にて）

※写真は
　イメージです。


