
［夏のシューズフェスティバル］名古屋栄三越 3階婦人靴・ラシック 各ショップ

三越のランドセル2019
●名古屋栄三越 7階玩具ランドセル特設会場

人気ランドセルのご予約会を開催いたします。

名古屋栄三越 7階玩具ランドセル特設会場
TEL/052-252-3671（直通）

ご予約会当日は、1階ライオン口に午前8時45分～午前9時15分の間にお並びください。
午前9時15分より入場順を決める抽選を行います。抽選後、開店前に番号順にご入場い
ただきます。午前9時15分以降にお越しのお客さまはキャンセル待ち整理券をお渡しします。
※限定数に達し次第、ご予約受付を終了とさせていただきます。お並びいただいてもご予約を
承れない場合がございます。※お渡しは2019年1月より順次。

6月16日（土）は、1階ライオン口に午前9時までにお並びください。
午前9時より入場順確認券をお渡しいたします。
午前9時30分より番号順にお並びいただき、開店前にご入場いただきます。
入場順確認券をお持ちでないお客さまは開店後のご入場となります。
※限定数に達し次第、ご予約受付を終了とさせていただきます。お並びいただいても
ご予約を承れない場合がございます。※お渡しは2019年1月より順次。ご予約会の

お問合せ

左から）

〈ピシェ アバハウス〉
バタフライカットオープントゥパンプス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各15,120円 ①羊革 ②綿
■ラシック/2F ピシェ アバハウス TEL.052-259-6374

〈オデット エ オディール〉
サンダル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各14,040円 生地
■ラシック/3F オデット エ オディール
　TEL.052-238-1051

〈ビルケンシュトック〉
チューリッヒ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円 牛革
■ラシック/4F ビルケンシュトック
　TEL.052-259-6477

〈カンペール〉サンダル・・・・・・・・・22,680円 牛革
■ラシック/4F カンペール TEL.052-259-6460

〈大峽製鞄〉牛革スーパータフ®・プレミアム・・・86,400円 牛革、1,350g前後

ジュート素材のヒールにキラリと光る
ゴールドチェーン×フェイクパールが
アクセントに。軽やかさにフェミニンな
印象をプラス。

優れたクッション性＋グリップ力が
抜群の安定感をもたらし、快適な
履き心地を実現。上質さを感じる
ルックスがスマートな
一足です。

定番ロングセラーのバタフライパンプスが
リニューアル。今までよりもさらにフェミニン＆
洗練された印象に。夏の日差しに映える
華やかなカラーリングにも注目。

人気の「チューリッヒ」の2018SS新作。
足の甲をしっかりホールドする快適性と
ダブルストラップのデザインが魅力。
素足はもちろん、ソックスとの相性も◎。

〈ファルファーレ ＆ トレコード〉POP UP SHOP

3階「婦人靴」情報もアップ！ 三越ＳＴＯＲＥアプリでお買物がもっと楽しく、もっと便利に！
三越ＳＴＯＲＥアプリをダウンロードしていただき、お気に入り店舗に「名古屋栄三越」を登録してください。ダウンロードした
画面を3階婦人靴カウンターにご提示ください。粗品を進呈いたします。 ※お一人さま1回限り。※有効期限/2018.5.30（水）～6.12（火）

〈イグアナアイ〉POP UP SHOP
●5月30日（水）～6月12日（火） 
●名古屋栄三越 3階婦人靴

神戸生まれのバレエシューズブランド
〈ファルファーレ〉とふんわりチュールが
女性らしい神戸・山の手スカート
〈トレコード〉が20色以上のカラーを
揃えて登場！

←〈ファルファーレ〉
バレエシューズ・・・・・・・・・・9,612円から 
合成皮革、22.0～25.0cm

〈サクセスウォーク〉お試しキャンペーン
●5月30日（水）～6月19日（火） ●名古屋栄三越 3階婦人靴

〈ワコール〉の機能系ビジネスパンプス
〈サクセスウォーク〉が登場！幅広いサイズの
展開の中からお選びいただけます。

P R E S EN T〈サクセスウォーク〉を
ご試着いただいた方に「オリジナル付箋」をプレゼント。
※数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。

→〈サクセスウォーク〉
パンプス・・・19,440円 やぎ革

スカートは着丈が選べるので
あなた好みのスタイルに。

→〈トレコード〉スカート・・・9,612円から 
ポリエステル100％、フリーサイズ（7～11号）

エムアイカード ボーナスポイントキャンペーン ●5月30日（水）～6月12日（火） ●名古屋栄三越 3階婦人靴/5階紳士靴/7階子供靴・ラシック 各ショップ
上記期間中、
エムアイカードを
ご利用のうえ、

名古屋栄三越 3階婦人靴/5階紳士靴/7階子供靴、またはラシック対象ショップ（※1）にて
10,000円以上お買いあげでエムアイポイント500ポイントプレゼント！
※1）ラシック対象ショップ ［2F］ピシェ アバハウス ［3F］オデット エ オディール ［4F］カンペール、トリッペン、ビルケンシュトック

左記お買いあげの方でさらに名古屋栄三越 1階/地下2階
化粧品ショップ、または3階婦人服ショップで10,000円以上
お買いあげでエムアイポイント500ポイントプレゼント！

自動集計のためお申込みは不要です。 ※ポイントプレゼントはお一人さま1回限り進呈いたします。（最大1,000ポイント）※一部除外ショップがございます。※レシート合算可。※詳細は係員にお尋ねください。

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〉に
話題の人気雑貨ブランドとのコラボアイテムも登場！

今夏は“透け感”や“光沢感”のある、インパクト強めの
夏らしいスタイリッシュなアイテムが注目です。　
■名古屋栄三越 3階婦人靴

軽快な足元でお出かけも楽しい
夏の即戦力シューズが登場！

チャンス
1

チャンス
2

↑〈ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・・・・17,280円 やぎ革

↓〈ディス × ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円 羊革
※飾りは取り外し可能です。

↓〈ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・・・・18,360円 やぎ革

↓〈ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・・・・・18,360円 羊革

　〈ディス × 
ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・32,400円 牛革

↓〈マルコモンド × ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円 塩化ビニル・羊革

↓〈ナンバートゥエンティワン〉
・・・・・・・・・・・18,360円 やぎ革

構造的な美しさとエレガントな動きの両立を
実現した新感覚のフットウエア〈イグアナアイ〉。
ボディの9色とインソールの6色を組合せ、
54通りのコンビネーションが可能です。

→〈イグアナアイ〉
シューズ
各11,340円
エラストマー

①

②

三越伊勢丹オリジナル〈コキチカ × 大峽製鞄〉
ニュースタンダードランドセルご予約会 
●6月2日（土）からご予約スタート

〈大峽製鞄〉ランドセル特別ご予約会 ●6月16日（土）・17日（日）2日間限り

詳細は名古屋栄三越ホームページをご覧ください。

※写真はともにイメージです。

ワコール専属
上級シューフィッターによる パンプス選びの相談会
●5月30日（水）午前11時～午後5時
※混雑時にはお待ちいただく場合がございます。

●5月30日（水）～6月5日（火） ●名古屋栄三越 3階スタイルコート＃3 初開催

初開催

初開催

コラボ

コラボ

コラボ

コラボ

3階「婦人靴」移設オープン1周年記念 特別企画



※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。
© 2018 ISETAN MITSUKOSHI

営業時間／全館 午前10時ー午後7時30分
※6月29日（金）～7月1日（日）は全館夜8時まで営業。

営業時間／B1F▶6F Shops 11:00～21：00　
　　　　　7F▶8F Restaurants 11：00～23：00
※6月29日（金）・30日（土）は朝10時開店。（B1F▶6Fのみ）

6.29㊎  10：00スタート!三越 夏のクリアランスセール A
M

名 古 屋 栄 三 越 の ご 案 内名古屋栄三越 ガイド：タテ12.7×ヨコ12.7cm

特別提供品 ※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

婦人3点セット各種 
20セット限り 
3,240円
※写真は組み合わせの
一例です。

パンツ各種 
30点限り 3,240円
※写真は商品の一例です。

→〈フィラン〉
ブラウス 7,452円
（綿60％・ポリエステル40％/
LL～3L対応）

←〈インディゴ〉
ドレス 8,532円
（綿100％/L～LL対応）

Just Season Items
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婦人大きいサイズバザール
5月30日［水］-6月4日［月］〈最終日午後6時終了〉　7階催物会場

〈スターボード〉
ドレス
9,612円
（表地：綿100％、
ベルト・裏地部分：
ポリエステル100％/
LL・3L）

本展は、葛飾北斎の代表作
「冨嶽三十六景」をはじめ、
「忠臣蔵」「東海道五十三次」といった
シリーズものから、役者絵、妖怪絵、
西洋の技術である銅版画に感銘を
受けたことにより生まれた
洋風画などの作品、約150点を通して、
北斎芸術の全貌を紹介いたします。

■5月30日(水)～7月2日(月)
■7階催物会場  午前10時～午後7時30分
〈最終日は午後6時30分閉場・入場は閉場の30分前まで〉
主催／東海テレビ放送　企画協力／ステップ・イースト
監修：中右瑛（国際浮世絵学会常任理事）

□入場料／一般800円　小・中学生400円
※エムアイカード及びエムアイ友の会カード、株主様ご優待カードの
　ご提示によるご入場はできません。予めご了承ください。
※未就学児童無料。
※展示品にはお手を触れないようお願いします。※再入場はできません。
※安全のため小学生以下のお子さまは必ず保護者の方ご同伴でご入場ください。

トリンプバーゲン
5月30日［水］ー6月4日［月］　7階催物会場〈最終日午後6時終了〉

百貨店限定ブランドをはじめとした、〈トリンプ〉のブラジャー・
ショーツなどのアイテムを豊富なラインナップでお届けします。

ブラジャー・ショーツの

大きいサイズも
お値打ちに!

※写真はイメージです。

eブラジャー・・・・・・・・・・7,020円
素材各種、Bカップ：アンダー70～75、
C～Eカップ：アンダー65～75

ショーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
素材各種、M・L

NAGOMI CLUBの“ポイント”をプレゼント!!

最旬のコスメ情報のほか、魅力あるイベントやお得な情報をお届けします。また、ポイントを貯めて素敵な景品と交換していただけます。

名古屋三越コスメティッククラブカード

私、名古屋美人

年会費無料

「夏のトリンプバーゲン」期間中、会場にてお買いあげの方に
〈NAGOMI CLUB〉ポイントを100円（税別）毎に10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。 ※詳しくは係員へお尋ねください。

5月30日（水）オープニングサービス

ナイトウエアバーゲン
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●ショーツ4点パック各種・・・・・・【50セット限り】1,080円
●ブラジャー各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100点限り】1,296円
ともに素材・サイズ各種

6月2日（土）ウイークエンドサービス
●インナートップ・ボトム各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】1,296円
素材・サイズ各種

5月30日（水）オープニングサービス
●婦人パジャマ各種・・・【50点限り】1,080円 
素材・サイズ各種

同 時 開 催

名古屋三越で初めてギフトをご登録・ご注文をいただく前に、予め、当店以外の
お申込用紙またはお控えをギフトサロン・ギフトセンターにお持ちください。
事前に登録させていただき、後日ご注文される際に、スムーズに承ります。
※ご注文でご来店される3日前までに、当店以外のお申込用紙またはお控えをお持ちください。

事前ご登録
サービス

三越のお中元は早期ご注文がおトク!

名古屋三越
お買物券

お中元承り期間
◎〈早期承り会場〉６月５日（火）まで 8階ギフトサロン
◎〈本会期承り会場〉６月６日（水）～７月16日（月・祝） 7階ギフトセンター
※7月16日（月・祝）は午後6時終了。※７月17日（火）～31日（火）は、8階ギフトサロンにて承ります。

●名古屋三越で初めてご登録・ご注文の方、
　10,000円（税抜）以上のご注文で1,000円分のお買物券1枚プレゼント。

※７月中のお届け分もお申込みいただけます。

●8階ギフトサロン・7階ギフトセンターで20,000円（税抜）毎のご注文で
　1,000円分のお買物券１枚、最大５枚プレゼント。
2018年６月30日（土）までのご注文が対象。

プレゼント！

1,000円分～
最 

大6,000円分

［ブラジャー］
B～Eカップ：アンダー85以上
［ショーツ］ LL～3L
［インナー］ LLまで

■5月30日（水）～6月19日（火） ■各階

雨の日を
楽しもう!

もっと楽しく、もっと自由に。
「おもしろ、おかしい。」の気持ちを

レイングッズにしました。
←〈ドローレドローレ〉
雨傘・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円 
ポリエステル100％、親骨の長さ：60cm
■地下2階 ファッションパーツ

空気力学的に傘生地がピンと
張った状態になり、悪天候でも
傘が裏返ることなく、軽 と々
持つことができる機能的な傘です。
→〈ブラント〉雨傘・・・・・・8,100円 
ポリエステル100%、親骨の長さ：58cm
■地下2階 ファッションパーツ

雨の日だって、自分らしく楽しみたい♪
雨の日が待ち遠しくなる、おしゃれでキュートな、レイングッズ。

初登場

英国の老舗ファッション
ツイードメーカーの

〈リントン〉で雨の日のおしゃれを
お楽しみください。
↑〈リントン〉
①レインコート・・・・・・・・12,960円 
②雨傘ケース・・・・・・・・・・・2,160円 
ともにポリエステル100％
■地下2階 ファッションパーツ

①

②

夏
の

［カラーバリエーション］

※券面はイメージです。
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