
名 古 屋 栄 三 越
金2018  9 / 14

営業時間／午前10時－午後7時30分 名古屋三越栄店｜
nagoya.mitsukoshi.co.jp

名古屋栄三越公式Facebook情報更新中! 詳細は名古屋栄三越
ホームページで。

第20回 2018 三越 ワールドウオッチフェア

9月14日［金］▶25日［火］  
6階ウオッチ＆ジュエリー・スタイルコート＃6
後援／スイス時計協会FH

▶「三越 ワールドウオッチフェア」の
　詳しい情報はこちらから。
　20周年ならではの特別イベントも
　ご用意。

PATEK PHILIPPE ◆ パテック フィリップ
PIAGET ◆ ピアジェ
F.P. JOURNE ◆ フランソワ-ポール・ジュルヌ
FRANCK MULLER ◆ フランク ミュラー
HUBLOT ◆ ウブロ
IWC ◆ アイ・ダブリュー・シー
GRAND SEIKO ◆ グランドセイコー

LONGINES ◆ ロンジン
A. LANGE & SÖHNE ◆ A.ランゲ&ゾーネ
CREDOR ◆ クレドール
BREITLING ◆ブライトリング
ROGER DUBUIS ◆ ロジェ・デュブイ
CHOPARD ◆ ショパール　
など

BRAND INDEX

三越ワールドウオッチフェア20周年記念 特別イベント
最大48回払い無金利ショッピングローン
最大48回までの金利手数料を無料で承ります。
対象期間／9月14日［金］～25日［火］

※名古屋栄三越 6階ウオッチ＆ジュエリー・スタイルコート＃6会場のみが対象です。
※お買いあげ金額が税込30,000円以上で、1回のお支払い金額が税込3,000円以上。
※印鑑とご本人確認できるもの（免許証・保険証・パスポートなど）をお持ちください。

※分割払いの手数料は、（株）名古屋三越が負担します。
※一部対象除外品がございます。※詳しくは係員にお尋ねください。

エムアイカード プラス新規会員募集中！
期間中は、6階会場でもお申込みを承ります。

第20回 2018 三越 ワールドウオッチフェア会場で期間中は
「エムアイカード」のご利用で特別割引3％後、
更にエムアイポイントを付与いたします。

※お客さまのカードに応じてエムアイポイント付与率が異なります。※一部除外品もございます。
詳しくは係員にお尋ねください。※エムアイカードとは、エムアイカード社が発行するカードの総称です。

（一部除外のカードもございますので、係員にお尋ねください。）

1932年からオリンピックオフィシャルタイムキーパーを
担当するオメガの歴史と情熱を伝える限定モデル。
デザインは1976年大会時の計時用ストップウオッチに
インスピレーションを得たもの。
オリンピックマークにちなむ5色が発売される。

⇨シーマスター オリンピック コレクション
マスター クロノメーター
【世界限定 各色2,032点/各1点限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・626,400円 ［予約販売］
自動巻、超耐磁性パワーリザーブ55時間、
SSケース、径39.5㎜、6気圧防水、スイス製

OMEGA ◆オメガ

フランス本国で
ロングセラーとなっている
「サンク アヴェヌ」。その限定モデルは、
スタイルディレクター・川人未帆さんの
特別プロデュースによるもの。

⇦サンク アヴェヌ 
名古屋栄三越限定モデル
・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】84,240円
クオーツ、イエローゴールドPVD SSケース、
縦25.5×横19㎜、3気圧防水、フランス製

ケースに大きく描かれた
ゴールドの円弧にワンポイントの
ダイヤモンドをあしらったレディス・ウオッチ。
エレガントかつ控えめなデザインが手元を
上品に彩る。

⇦シチズン エル 100周年記念限定モデル
アークリーシリーズ
【世界限定1,500点/1点限り】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81,000円 ［予約販売］
クオーツ（光発電エコ・ドライブ）、SSケース、
径32.15㎜、5気圧防水、日本製

CITIZEN ◆シチズン MICHEL HERBELIN ◆ミッシェル・エルブラン
Ladies’  Collect ion オルゴール〈リュージュ〉特別販売会

■9月14日［金］ー25日［火］ ■6階スタイルコート＃6

REUGE ◆リュージュ
スイッチを押すとボックスの蓋が開き小鳥が現れ、
羽と体を動かしながらさえずる。さえずりに連動して
小鳥のくちばしも動くという
驚きの技術が堪能できる。

　シンギングバード
・・・・・・・1,404,000円
機械式、
縦42×横118×
奥行73cm、スイス製

⇨

EVENT
〈Gressive編集長 名畑政治氏〉
オメガ・マニア養成講座
■9月22日［土］・23日［日・祝］ 各日午後1時から
■6階タイムピースラウンジ アストロラーベ
「オメガ・ブック」の著者、名畑政治氏が、自らの
コレクションを題材にマニアックに語ります。

独立時計師〈菊野昌宏氏〉トークショー
■9月16日［日］ 午後1時から ■6階タイムピースラウンジ アストロラーベ
スイス独立時計師アカデミーの正会員である菊野昌宏氏。和時計製作をはじめ、時計への情熱を熱く語ります。

名古屋栄三越限定
シチズン100周年限定

GIRARD-PERREGAUX 
◆ジラール・ペルゴ高温で焼成した“グラン・フー”ホワイト

エナメル製文字盤の開口部からトゥール
ビヨンを観察可能。実にシンプルだが
ブレゲ自社製Cal.581には華麗なハンド
エングレービングが施され見所は十分。

⇦クラシック トゥールビヨン
エクストラ フラット オートマティック
5367・・・・・・17,247,600円 ［予約販売］
自動巻、パワーリザーブ80時間、K18RGケース
径41㎜、3気圧防水、スイス製

BREGUET ◆ブレゲ

八角形ベゼル、ブレスレット一体型ケース、
クル・ド・パリ装飾が施されたダイアルという
「ロレアート」のデザインコードを踏襲しながらも、
クロノグラフ・モデルとしたことで、よりスポーティな
印象を強めた。

⇦ロレアート 42㎜ クロノグラフ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,792,800円 ［予約販売］
自動巻、パワーリザーブ約46時間、SSケース、
径42㎜、100ｍ防水、スイス製

EVENT
Breguet Featuring Classic
■9月14日［金］ー25日［火］
■6階ウオッチ＆ジュエリー 
　イベントスペース
最も伝統的なコレクション「クラシック」の
ヘリテージ・ファッションを体感できる
イベントです。

EVENT
〈ジラール・ペルゴ〉
時計技師の組立実演
■9月17日［月・祝］ 午後1時から
■6階タイムピースラウンジ アストロラーベ
ジラール・ペルゴ社認定技術者 田澤良太氏による、
組立実演イベントを開催します。

新時代のグランドセイコー専用機械式ムーブメントとして
1998年に誕生したCal.9S。その20周年を記念し、
コレクションのイメージカラーである「グランドセイコーブルー」を
採用することで記念モデルらしい風格を表現している。

⇨グランドセイコー キャリバー9S
20周年記念限定モデル
・・・・・・・・・・・・・・・【世界限定350点/1点限り】1,674,000円
自動巻、パワーリザーブ約55時間、セラミックス/
ブライトチタンケース、径46.4㎜、10気圧防水、日本製

GRAND SEIKO ◆グランドセイコー

EVENT
セイコーミュージアム所蔵
〈機械遺産〉特別展示
■9月14日［金］ー25日［火］
■6階セイコープレミアムウオッチサロン前 特設スペース
国産初の腕時計「ローレル」、世界初のクオーツ式
腕時計「クオーツ アストロン 35SQ」、世界最高水準の精度を
達成した腕時計「初代グランドセイコー」を、特別展示します。



2018

※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ませ。※イートインコーナーのラストオーダーは午後7時、最終日17日（月・祝）は午後4時30分まで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。

7階催物会場
〈最終日午後6時終了〉

（月・祝）まで9月17日
好評開催中！今、ここでしか出会えない限定品を味わおう。

　丸大大金ハムの骨付き
ハムスライス・・・・・・・1枚 324円

ドリンク その他のメニュー

　田中青果のピクルス
　・・・・・・・・・・1皿 324円

7階催物会場のご案内予告 ●9月19日（水）～24日（月・振休）〈最終日午後6時終了〉

ビーズフェスティバルビーズフェスティバル
初出店作家を含む39名の競演！「つける喜び」の完成品から「創る楽しみ」の

キット・パーツまで、幅広くアイテムをご用意しております。
トールペイントを通して、描くことの楽しさを表現しています。

人気作家のオリジナル作品や手作りキットなど多数揃えて販売いたします。

その他の出店者 人気作家ショップやトール専門ショップが出店し、オリジナル作品や手づくりキットを販売いたします。
■ABC クラフト“アンジュ”■アート＊キャロル■安斎久美■内田明美■梅村美貴子■Amies (こやなぎみちこ・金森百香里・鋤柄淑恵)■太田七宝
＆ちくちくぬりぬり■片山好江■坂本るり子■鈴木さかえ、下方玲子■STUDIO MUSE 吉川あつこ■T-POCKET 岸本照美■中村尚子＆鴻巣三千代
■根本美幸＆迫村寿子■のむらひろこ＆JELLY-BEANS■長谷川廣■丸山眞由美■湯口千恵子■Ruto-rigo 埜口智佳子■ローズハーモニィー
（結城晴子・松井欣栄・波瑠恵）

   〈歌純〉ラピスラズリの
Ｙラインネックレス
・・・・・・・・・（完成品）28,080円
・・・・・・・・・（キット）14,040円
首廻り長さ：約55cm（アジャスター約5cm付）

ラピスラズリを使用した重厚感の
あるデザインのネックレスです。

   〈山村 博子〉シノワズリー
・・・・・・・・・（完成品）10,584円
・・・・・・・・・・・（キット）5,940円
首廻り長さ：約42cm（アジャスター約８cm付）

アースカラーを色合いにした
晩秋を感じるネックレスです。

   〈鷲見 理恵〉
アンバーカラーのロングネックレス
（完成品）19,440円 （キット）16,200円
首廻り長さ：約80cm

琥珀色のビーズにクリスタルガラスの
輝きをプラスしました。

その他の出店者 
■青山ほずみ ■荒木晴美 ■有井順子 ■有馬直美 ■伊藤恵 ■岩佐昌代 ■漆原昌美 ■柿内明美 ■加藤保子 ■かわいなおこ ■鯨井洋子
■近藤由好 ■佐渡英子 ■澤田美子 ■しのはらみわ ■芝裕子 ■下島優子 ■ジュエリーNaNa ■杉田奈穂子 ■高垣由美子 ■高橋冬子
■堤祥子 ■外山貴子 ■内藤かおり ■中井三弥子 ■長瀬かをる ■中村博之 ■長谷川直子  ■浩美 ■深谷知子 ■松本麻紀子 ■三島累意 
■宮村伸江 ■山田恵美 ■山田真奈美 ■渡辺友美　　　　    ※出店者の都合により変更になる場合がございますので予めご了承ください。

トールペイントカーニバル第11回 in名古屋

人気作家13人
会場限定作品抽選販売会
●9月19日（水）1日限り

●応募方法／当日午前10時～10時30分に会場内でご応募ください。
●抽選方法／当日午前11時から会場内で抽選のうえ、
　　　　　　当選者を発表いたします。
※ご応募はお一人さま１点限り。※作品のお渡しは会期終了後になります。予めご了承ください。

   〈井川 恵美〉
お花畑のお散歩
・・・・・・7,560円
約Ｗ29.5×Ｈ23ｃｍ

黄色いバラの咲くお花畑で
遊ぶ可愛いくてあたたかい
作品です。

   〈峰 玉緒〉ワンピース・・・・19,440円
麻100％、フリーサイズ（Ｍ～Ｌ対応）
巾着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円
麻100％、33×24cm

ハーブカラーの優しい肌触りのリネンに
フランスの布用絵の具を使ってステンシルを
施しています。

   〈白井 里美〉
ＴＡ・ＮＩ・ＫＵ
・・・17,280円
約25×25×3cm

シャビーなボードに
可愛い多肉植物の
寄せ植えを
デザインした作品です。

シーフードファクトリー北海道のマルゲリータ 1枚 981円
海光の利き蟹3種盛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1皿 972円
海光の焼ししゃも食べ比べ・・1皿（オス2尾・メス2尾） 648円

登場!『HOBAR』
グローサラント

グラスワイン・・・・・・・1杯 324円
ジューシーママの
ハスカップミックス 1杯 432円

　シーフードファクトリー北海道の
　カニグラタン・・・・・・・・1皿 981円

北海道の食材を使ったデリやおつまみを
北海道のワインやジュースと一緒に
食べられる進化したフードコートです。

※写真は盛付例です。

特製しょうがが
もたらす特製しょうがが
もたらす

新感覚！新感覚！

　［札幌］北海工房
蟹味噌フレーク入り
三大蟹弁当
・・・・・・１折 2,484円

蟹のうまみがギュッと
詰まった蟹味噌フレーク
がポイント。３種の蟹の
美味しさをより楽しめる
弁当です。

　［札幌］四代目いちまる
しょうがの極 味噌ラーメン・・・・・１杯 1,080円

　［札幌］ビストロミナミヤ 
骨付きチキンと素揚げ野菜のスープカレー１杯 1,188円

店主のセンスが創りだす、スパイスが効きつつも甘さ
のある奥深いスープカレーを会場でご堪能ください。

スパイシーなのに、どこ
か甘い。スパイシーなのに、どこ
か甘い。

人気の札幌スープカ
レー。

人気の札幌スープカ
レー。

名古屋栄
三越

オリジナル

初出店初出店 屋台ラーメンだった頃から受け継いできたスープを現代
風にアレンジ。コクのある自慢の味噌スープと特製味
付しょうがの相性が抜群！

すでにご登録、設定されている方にもプレゼント！
下記期間中、LINE＠で名古屋栄三越を友だち
追加していただいた方、三越STOREアプリで
名古屋栄三越をお気に入り店舗に設定していた
だいた方に「秋の大北海道展」でお使いいただけ
るクーポン券をそれぞれプレゼント!　　　　　　
※詳細は係員にお尋ねください。

９月１４日（金）～１６日（日）の
限定販売

　［函館］ 船岡商店 開き縞ほっけ・・・・・・・【30セット限り】 1セット２枚入 1,080円
　［小樽］ いちふじ柴田商店 秋の北海道野菜セット【20箱限り】 1箱 5,400円
　［札幌］ アクティブフーズ スタッフドポテト【30セット限り】 1セット4個入 1,001円

９月１４日（金）の
限定販売

　［北見］北見鈴木製菓
①シューロールケーキ
【各日40本限り】 1本 1,296円
②シュークリーム
・・・【各日50個限り】 1個 324円

①

②

どちらも
東海地区
初出店

　［羅臼町］ゆきどまり
羅臼昆布スープ３種セット
【30セット限り】1パック6食入×3パック1,620円

限定品をご用意！
★   ★   ★

９月１４日（金）の
限定販売

●各回30折限り
●お一人さま2折限り

1,404 弁 当円

日替わり! 山盛り!

各日２回販売！
●午前10時～ ●午後 6時～

　［札幌］北海工房 海鮮彩り弁当

　［札幌］市場めし 兆 -KIZASHI-
　うにいくらたっぷり弁当

9月14日（金）・
16日（日）

9月13日（木）・15日（土）

●期間/9月5日（水）～17日（月・祝）〈最終日午後6時終了〉

100円ご優待クーポン券プレゼント

※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ませ。※イートインコーナーのラストオーダーは午後7時、最終日は午後4時30分まで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。

7階催物会場
〈最終日午後 6 時終了〉

（月・祝）まで9月17日

好評開催中！今、ここでしか出会えない限定品を味わおう。

丸大大金ハムの
骨付きハムスライス・・・1枚 324円

ドリンク その他のメニュー

　田中青果のピクルス
　・・・・・・・・・・1皿 324円

シーフードファクトリー北海道のマルゲリータ 1枚 981円
海光の利き蟹3種盛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1皿 972円
海光の焼ししゃも食べ比べ・・・1皿（オス2尾・メス2尾） 648円

グローサラント『HOBAR』登場!

グラスワイン・・・・・・・1杯 324円
ジューシーママの
ハスカップミックス 1杯 432円

　シーフードファクトリー北海道の
　カニグラタン・・・・・・・・1皿 981円

北海道の食材を使ったデリや
おつまみを北海道のワインや
ジュースと一緒に食べられる
進化したフードコートです。

※写真は盛付例です。

　［札幌］北海工房
蟹味噌フレーク入り三大蟹弁当
・・・・・・・・・・・・・・・・・１折 2,484円

蟹のうまみがギュッと詰まった蟹味噌
フレークがポイント。３種の蟹の美味
しさをより楽しめる弁当です。

名古屋栄
三越

オリジナル

名古屋栄
三越

オリジナル

すでにご登録、設定されている方にもプレゼント！

秋の大北海道展開催期間中、LINE＠で名古屋栄三越を友だち追加
していただいた方、三越STOREアプリで名古屋栄三越をお気に入り
店舗に設定していただいた方に「秋の大北海道展」でお使いいただけ
るクーポン券をそれぞれプレゼント!※詳細は係員にお尋ねください。

９月１４日（金）～１６日（日）の
限定販売

　［函館］ 船岡商店 開き縞ほっけ・・・・・・・【30セット限り】 1セット２枚入 1,080円
　［札幌］ アクティブフーズ スタッフドポテト【30セット限り】 1セット4個入 1,001円

９月１４日（金）の
限定販売

　［北見］北見鈴木製菓
①シューロールケーキ
【各日40本限り】 1本 1,296円
②シュークリーム
・・・【各日50個限り】 1個 324円

①

②

どちらも
東海地区
初出店

　［羅臼町］ゆきどまり
羅臼昆布スープ３種セット
【30セット限り】1パック6食入×3パック1,620円

限定品をご用意！★   ★   ★

９月１４日（金）の
限定販売

●各回30折限り
●お一人さま2折限り

1,404 弁 当円

日替わり! 山盛り!

各日２回販売！
●午前10時～ ●午後 6時～

　［札幌］北海工房 海鮮彩り弁当

　［札幌］市場めし 兆 -KIZASHI-
　うにいくらたっぷり弁当

9月14日（金）・
16日（日）

9月13日（木）・15日（土）

100円ご優待クーポン券プレゼント

このたびの北海道胆 振東部地震により、被災されました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

いくらをつけこんだ

秘伝のタレで楽しむ

ここだけの味。

素材本来のおいしさを引きだす、いくら亭
秘伝の漬けだれで食べる海鮮丼は絶品！
　［函館］函館朝市いくら亭
函館五稜海老丼【各日50食限り】1杯 1,944円

〈ご案内〉９月６日（木）に発生した北海道胆振東部地震の影響により、一部商品に未入荷や内容変更、販売不能の場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
　　　　  また、秋の大北海道展の開催期間(9月17日（月・祝）午後６時まで)が告知より早まる場合がございますので予めご了承ください。


