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北野エース各店ランキング上位、
人気のレトルトカレー
５アイテムを詰合せ。
wレトルトカレー詰合せ
・・・・・・・【200袋限り】1袋 1,080円
北野エース厳選のプライベート
ブランド〈キタノセレクション〉の
調味料・レトルト食材から
人気の計５アイテムを詰合せ。
qキタノセレクション詰合せ
・・・・・・・・【100袋限り】1袋 2,160円

w天日干 紀州南高梅
【はちみつ漬：200点限り・しそ漬：100点限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300g 各 798円
q〈森傳〉焼きたてのり
・・・・・・・【200袋限り】全型30枚入 898円

w〈岐阜 豆仙房〉
国産大豆 とろーりえだまめとうふ
・・・・・・・・・・・・・・・・・【500点限り】200g 98円
q〈佃善〉じゃが豚
・・・・・・・・・・・・・・・・・【100点限り】1箱 900円
具材28ｇ×12個・スープ28ｍｌ×2袋

ホームパーティにも活躍、
人気の一口チーズを
よりどり「30個」
お選びいただけます。
qチーズ各種
【150組限り】
よりどり30個 1,080円

6/20（水）地下1階に
「北野エース」OPEN!

「おいしい」「たのしい」がたくさん！ お客さまにとっての「マイマルシェ」に。
全国各地のこだわりの味、話題性のある商品をタイムリーにお届けし、
日々の食卓に欠かせないデイリーフーズ、料理に深みと彩りを添える調味食材を充実させ、
食品選びの楽しさと、美味しさ満ちあふれた食のライフスタイルをご提案いたします。

6/20（水）オープニングセール

〈北野エース〉オープニングイベント

ウキウキ！    お好きなもの選び放
題！！

おトクでうれしい！ 　ハッピーバッ
グ♪

自分のお好きな味わいだけを、
よりどり「13個」選び放題！

e〈アマノフーズ〉フリーズドライみそ汁
・・・・・・・・・・・・【150組限り】よりどり13個 1,080円

パン　まつり
全国各地のご当地パンを日替り限定販売!

日本全国

大
阪
府

〈パンドサンジュ〉
とびばこパン・・・1斤 443円
【各日40点限り】

高
知
県

〈永野旭堂本店〉
元祖ぼうしパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 173円
【60個限り】

〈伯雲軒〉
ブドーパン・・・1個 189円
【各日60個限り】

栃
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〈こみベーカリー〉
土佐あんぱん
つぶあん【各日50個限り】
こしあん【各日40個限り】
・・・・・・・・・・・・・・1個 各 216円

富
山
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〈さわや〉
富山の昆布パン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 214円
【各日50個限り】
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〈シロクマ北海食品〉
北海道小麦のメロンパン
・・・・・・・・・・・・・・3個入 378円
【各日24セット限り】

〈相馬屋菓子店〉
相馬屋のあんパン
・・・・・・・・・・・・・・・・1個 170円
【各日50個限り】

〈フジナチュラルフーズ〉
ポルテ21 レーズン
・・・・・・・・・・・・・・1個 540円
【各日30個限り】

〈金谷ホテルベーカリー〉
抹茶大納言
・・・・・・・・・・・・・・・1本 1,080円
【30本限り】

島
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〈なんぼうパン〉
バラパン・・・・・・・・・1個 216円
コーヒーバラパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 227円
【各日各30個限り】
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〈金谷ホテルベーカリー〉
ロイヤルブレッド
・・・・1袋 648円【30袋限り】

京
都
府

〈フラーズ〉
ボローニャデニッシュパン
・・・・・・・・・・・・・・・1.5斤 864円
【50点限り】

宮
城
県

〈フレッシュ製パン〉
気仙沼発クリームサンド
【各日30個限り】
気仙沼発黒糖クリームサンド
【各日15個限り】
ごまクリームサンド
【各日15個限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 200円

兵
庫
県

〈丹波わらしべ屋〉
丹波篠山黒豆ごろごろ
【各日20個限り】
丹波篠山黒豆あんぱん
【各日30個限り】
・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 247円

熊
本
県

〈共楽園茶菓房〉
究極のめろんぱん
究極のめろんぱん 
チョコレート
・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 279円
【各日各40個限り】
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名古屋栄三越・ラシック・星ヶ丘三越は、
8月21日（火）を店舗休業日とさせていただきます。

営業時間／午前10時－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。

名古屋三越栄店｜
nagoya.mitsukoshi .co. jp

店舗休業日のお知らせ

●6月20日（水）～26日（火） ●地下1階食品フロア

鮮魚

精肉

塩干物

青果・フルーツ
濃厚な味わいが楽しめる、
熟成メバチマグロの
切落しをお買得価格で!
r〈魚忠 鮮魚〉
熟成マグロ切落し（解凍）
【10kg限り】100gあたり 450円
■地下1階 魚忠 鮮魚

※写真はイメージです。

e〈大彦〉
脂ののった特大あじ。ごはんのおともに最適です。
①長崎県産特大あじ・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50セット限り】2枚 756円
甘塩味のトラウトサーモン。そのまま焼いたりバター焼きなどでどうぞ。
②チリ産トラウトサーモン・・・・・・・・・・【各日50セット限り】3切 756円
■地下1階 大彦

旬のあじを特別価格で!
●〈大彦〉真あじ開き・・・【500枚限り】1枚 108円 ■地下1階 大彦

r〈宮田精肉店〉
脂肪が少ない赤身肉。
柔らかく肉質が均一で
あっさり食べられるモモ肉をあみやきで。
①国内産黒毛和牛モモあみやき用
・・・・・・・・・・・・・・・・・【10kg限り】100gあたり 900円
鹿児島県産のブランド豚「茶美豚（ちゃーみーとん）」は
ジューシィであっさりした臭みを感じさせない豚肉です。
②鹿児島県産茶美豚ロース冷しゃぶ用
・・・・・・・・・・・・・・・【各日20パック限り】1パック200g入 580円
■地下1階 宮田精肉店

e〈江戸屋フレッシュガーデン〉
最盛期を迎えたアンデスメロンは
甘味が強くジューシィな果肉が特徴です。
アンデスメロン（熊本・茨城県産他）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20玉限り】1玉 1,001円
皮は硬めですが甘味のあるミニトマトは料理の
色合い作りやお弁当にと使い勝手のよさが魅力です。
ミニトマト（熊本県産他）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50パック限り】1パック 299円
これから旬を迎えるとうもろこしは塩茹でがおすすめ。
とうもろこし（宮崎県産他）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50本限り】1本 350円
■地下1階 江戸屋フレッシュガーデン

6/20（水）1日限り 真あじ500枚セール 野菜100円均一 毎日使いたい野菜をお求めやすく!
■地下1階 江戸屋フレッシュガーデン

今がおいしい!
旬の味覚をはじめ
お値打ち価格で
ご提供!

6月29日㊎  10：00スタート!A
M
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※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。※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。

※ご紹介の内容は、栄店のみの販売となります。

（100gあたり290円）

鳥
取
県

※調理例です。



※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

三越の七夕
◆6月20日（水）～7月7日（土） ◆各階

ゆかた in LACHIC

2018 三越のゆかた

キッズ七夕イベント
◆7階子供服フロア

←〈アート着物 やよい〉　
お仕立上り ゆかた・・・・・・43,200円 綿100％  

→〈みずとり〉モダン下駄
小倉織〈縞縞 SHIMA-SHIMA〉と〈みずとり〉が
コラボレーション。繊細で美しい鼻緒が足元を
おしゃれに演出します。
①・・・14,904円 SS～LL
モノクロのモダンなデザインの鼻緒が
おしゃれで、前つぼの赤色が
足元を引き立てます。
洋服にも最適です。
②・・・12,744円 SS～LL

［その他の出店ショップ］◎〈玉のり〉：ゆかた・帯・小物 ◎〈Shi bun no San〉：ゆかた・帯・小物
　　　　　　　　　  ◎〈布司 かたおか〉：バッグ・ガマ口 ◎〈ジーアートスタジオ〉：シルバーアクセサリー

幻想的な色柄のスターモチーフアクセサリー。
ファンタスティックに七夕を楽しみましょう。
↓①〈パンドラ〉ブレスレット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38,340円 
Sil、キュービックジルコニア（人工石）など
③〈テイクアップ〉ピアス・・・・・・・・・・・・・25,920円 K18・K10YG、トパーズなど
■1階 アクセサリー

②〈スタージュエリー〉ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円 
K10YG、クオーツなど、チェーンの長さ：45cm

②

①

③②①

スワロフスキー®・クリスタルの
煌き感に揺れるフリンジを掛け合わせた
今年らしいヘアアクセサリー。
←〈コンプレックス ビズ〉
①クリップ・・・・・8,100円
②ハーフスティック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,260円
■1階 コンプレックス ビズ

EVENT ポニーカラーオーダー会
◆6月20日（水）～26日（火） ◎ヘアゴム／5,940円

今年らしい袖ディテイルのブラウスに、
シックなストライプスカートを合わせた、
この夏のおすすめスタイルです。

“ 今 ” だからこそ手に入れたいモノ。
◆6月20日（水）から ◆各階

①

②

↑〈マーノ ダ マーナ〉カゴバッグ
①・・・・・・10,800円 ラフィア、約W36×H23×D18cm
②・・・・・・・・9,612円 ラフィア、約W22×H19×D15cm  　
◎期間限定／6月20日（水）～28日（木）
■1階 ハンドバッグイベントスペース

◆6月20日（水）～27日（水）
◆ラシック1階 ラシックパサージュ

◆好評開催中! 8月20日（月）まで  ◆8階呉服
※6月27日（水）から6階リビングステーションにて開催。

帯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円 表地：ポリエステル100％、芯：綿100％

ラシック初登場の〈アート着物 やよい〉、
〈サロンドハピネス〉などの新ショップが続 登々場！

①

②

EVENT 〈アート着物 やよい〉によるゆかたファッションショー
◆6月24日（日）午後1時～・午後3時～ ◆ラシック1階 ラシックパサージュ
地元女子大生による新作ゆかたの発表会。お琴の生演奏もいたします。

甚平・ゆかたフェア
◆好評開催中! 7月7日（土）まで
甚平・ゆかたを着て
ご来店のお子さまには
「星形の風船」をプレゼント!

ぷるぷる
ジェルキャンドルづくり
◆6月30日（土）・7月1日（日）
　各日午前10時～午後5時30分
◆7階キッズガーデン
　〈受付は午後5時まで〉
カラフルな砂とかわいいパーツを
組み合わせてオリジナルのジェル
キャンドルが作れます。
◎材料費／基本セット 1,458円
　　　　　パーツ 54円から

大切な人への想いを
短冊に託そう 

◆6月20日（水）～7月7日（土）

仙台三越 七夕飾りが登場！
趣向を凝らした華やかな笹飾りで有名な仙台七夕まつりでお披露目され
ている、「仙台三越」の笹飾りが名古屋栄三越の店内を彩ります。

五行の五色をイメージした日本の竹100％の竹紙短冊に、願い事を書いて
笹に飾っていただけます。飾っていただいた短冊は後日、神社に奉納いたします。
※短冊は数に限りがございます。
［笹設置場所］地下1階和・洋菓子売場/1階ライオン口/7階キッズガーデン/8階呉服

今年らしいコンパクトサイズに、
クラフト感のあるデザインがおすすめです。

↑〈組曲〉
ブラウス・・・・10,584円 再生繊維（テンセル）・麻、9号
スカート・・・・・16,200円 レーヨン・その他繊維、7・9号
■3階 組曲

ポップなグラフィックアートを施したTシャツをご紹介。
エッジの効いたTシャツのバリエーションを
お楽しみください。

ジャージー素材でストレッチ
機能抜群の半袖シャツ。
→〈五大陸〉
半袖シャツ・・・・・各 10,800円  綿・ポリエステル
洗濯可能なウオッシャブルウール素材。
センタークリースの折り目が
とれにくい特殊加工を施しています。
→〈五大陸〉
パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 毛100％
■5階 五大陸

EVENT〈20,000,000 fragments〉
　　  Graphic T-shirts Collection
◆6月20日（水）～28日（木） ◆3階スタイルコート＃3

〈20,000,000 fragments〉
↑Tシャツ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円から 綿100％、XS・S・M
※Tシャツは、ハンドプリントのため、1点1点デザインが異なります。

←Tシャツ・・・・6,264円 綿100％、XS～M　※パンツは参考商品です。

←〈ピンキー＆ダイアン〉
カット アンド ソーン
①・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円 
再生繊維（リヨセル）100％、38
②・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円 
ポリエステル・ポリウレタン、38
■3階 ピンキー＆ダイアン

上品で光沢感のある
素材で作られた
カット アンド ソーンです。

イタリア製の夏らしい涼しげな
デザインのサンダルは、
さまざまなスタイルにも
マッチします。

→〈ピエール〉
サンダル
・・・・・・・各 10,800円  
素材各種
■3階 婦人靴

ヘビロテTシャツは“バリエーション”で楽しむ
盛夏から初秋まで長く使える

夏の装いに欠かせないカゴバッグ

ビジネスシーンをより快適に

夏の足元は軽快に
夏のお出かけは軽やかに

①

②

※写真はイメージです。

◆6月20日（水）～7月7日（土）


