
会場内、9～19号サイズを豊富にご用意！
  〈np〉
セパレーツ水着・・・7,560円
ポリエステル・ポリウレタン、9・11・13号

  〈有名ブランド〉
ワンピース各種・・・【130点限り】8,640円
素材各種、9～15号

特別提供品

レオタードを中心に、
タイツ・シューズ
などの小物を
多数出品いたします。

※写真はイメージです。

レッスン着・ドレスを
中心に、アクセサリーなど
多数出品いたします。

SOCIAL DANCE EVENT
E＆Eダンスアカデミー
半田英太郎＆恵理ペア
社交ダンス
デモンストレーション
●9月28日（金）
　午後3時から

※写真はイメージです。

同時開催 SALE  社交ダンスセール

  〈プーマ〉
トップス・・・・・・・・・2,592円
ポリエステル100％、Ｓ・Ｍ・Ｌ
ショートパンツ・・・2,916円
ポリエステル・ポリウレタン、Ｓ・Ｍ・Ｌ
レギンス・・・・・・・・3,888円
ポリエステル・ポリウレタン、Ｓ・Ｍ・Ｌ

ランニング用品

  〈マーブル〉
トップス・・・5,784円
綿100％、
フリーサイズ(Ｍ～Ｌサイズ相当)
パンツ・・・・8,171円
レーヨン・ポリウレタン、
フリーサイズ(Ｍ～Ｌサイズ相当)

    フィットネスシューズ

①〈アヴィア〉 12,744円

②〈ライカ〉・・・11,880円

  〈ミカノ〉
トップス・・・5,184円
ポリエステル・ポリウレタン、
フリーサイズ（Ｍサイズ相当）
レギンス・・・5,724円
ポリエステル・ポリウレタン、
フリーサイズ（Ｍサイズ相当）

  〈アクセフ ハワイ〉
トップス・・・・4,266円
本体：レーヨン・その他繊維、
レース部分：ナイロン・ポリウレタン、Ｍ
レギンス・・・・5,292円 
ポリエステル・ポリウレタン、
メッシュ部分：ナイロン・ポリウレタン、Ｍ

YOGA初出品

  〈クラップ〉
トップス・・・・・・4,688円
ポリエステル100％、Ｍ
ショートパンツ 4,839円 
ポリエステル100％、Ｍ

FITNESS
  〈G-フィット〉
トップス・・・ 3,132円
ポリエステル100％、Ｍ・Ｌ
パンツ・・・・4,860円
ポリエステル・ポリウレタン、Ｓ・Ｍ・Ｌ

人気企画

  〈ダブルスタジオ〉
トップス・・・4,860円
綿・ポリエステル、Ｍ
パンツ・・・・8,640円 
ポリエステル100％、Ｍ

  〈Ｒ-ロンドン〉
トップス・・・8,424円
綿100％、Ｍ
パンツ・・・12,960円 
レーヨン・その他繊維、Ｍ

名古屋栄三越
先行販売

●9月26日（水）～10月1日（月）●7階催物会場〈最終日午後6時終了〉
人気フィットネスブランドのウエアやシューズ・水着などを、お買得価格でご提供いたします。
また、秋の新作ウエアのご紹介や「社交ダンスセール」も同時開催！この機会をお見逃しなく！

レディス フィットネス＆
スイムウエアバーゲン

東海地区最大級の規模

SWIM WEAR BALLET

出品ブランド

※〈R-ロンドン〉・〈ARIS〉はセール対象外となります。

① ②

名古屋栄三越
2018 9/26 水

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。 nagoya.mitsukoshi.co. jp

午前10時－午後7時30分営業時間



※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

2019年 三越のおせちご予約承り会
●好評承り中! 12月24日（月・振休）まで  ●地下1階おせち特設会場〈最終日午後6時終了〉

〈ジェミー〉キラキラ雑貨フェア
●9月26日（水）～10月30日（火）　
●1階ハンドバッグ イベントスペース

q〈ジェミー〉
バッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13,500円
綿・ポリエステル、Ｗ27×Ｈ19×Ｄ15cm
シングルタッセルボール・・・・・・5,400円

300年の伝統で培われた
洗練の京料理をご提供いたします。
w〈京料理 美濃吉〉
和風三段
・・・・・・・・・【80点限り】32,400円
重箱：木製、19.5×19.5×5.3cm×3、
2～3人前、祝箸は付きません。

スワロフスキー®クリスタルの
イニシャルバッグなどが人気の〈ジェミー〉。
カリグラファー
島野真希さんと
コラボした
NEWアイテムが
登場。

2018年 三越の七五三承りの会
●好評開催中! 11月6日（火）まで ●8階呉服

q七五三 
三歳御祝着
セット
・・・・・・62,640円
被布コート・お祝着/
表地：絹100％、
裏地：ポリエステル100％、
長襦袢：ポリエステル100％

三歳御祝着セット
(被布コート・お祝着・長襦袢・巾着・髪飾り・草履)です。三越伊勢丹限定

三越伊勢丹限定

一客一亭のおもてなしの心と伝統の味を守る、
金沢屈指の料亭の美味をお届けします。
q〈料亭 金茶寮〉
和風三段「宝生の舞」・・・・・【50点限り】21,600円
重箱：木製、15.8×19.1×5cm×3、2人前、祝箸は付きません。

 特別企画   地下1階 洋菓子売場リフレッシュオープン1周年記念

「1st アニバーサリーボックス」ご予約承り
●ご予約承り期間・場所／9月26日（水）～10月2日（火） 地下1階ヨックモック
●お渡し期間・場所／10月3日（水）～9日（火） 地下1階ヨックモック
※10/3（水）からの販売は地下1階ライオン口エレベーター横特設会場となります。

地下1階に昨秋OPENした新ショップの限定アイテムも入った
「1st アニバーサリーボックス」が数量限定で登場! 
アニバーサリーボックスの中でしか食べられない味わいが詰まった贅沢な限定ボックスです。

［参加ブランド］ ◎ジャン＝ポール・エヴァン ◎ピエール・エルメ・パリ ◎セバスチャン・ブイエ
　　　　　　 ◎ＢＡＢＢＩ ◎ベル アメール ◎ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ ◎ルル メリー

q名古屋栄三越限定 1st アニバーサリーボックス
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1箱 5,400円

2018 クリスマスケーキ＆
オードブルご予約承り会
●店頭ご予約開始／10月3日（水）から
●店頭ご予約承り期間・場所／
　10月3日（水）～12月18日（火） 地下1階特設会場
※10月3日（水）にクリスマスケーキをご予約の方は、1階ライオン口に
お並びください。係員が地下1階特設会場までご案内いたします。

名古屋三越栄店｜

10/3（水）から
限定販売

10/3（水）
スタート
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婦人帽子・スカーフセール
これからの季節に活躍する
アイテムを均一価格で!
w婦人帽子各種・・・5,400円均一
スカーフ各種・・・・・・・・・3,240円均一
ともに素材・サイズ各種
■地下2階 ファッションパーツ

カジュアルバッグセール
3WAYやバッグインバッグ付きなどタウン使いにも最適なカジュアル
バッグ、パイソンやクロコダイルなどのお財布ポシェットや
ショルダーバッグなどがお値打ちに。

〈ニューヨークランウェイ〉〈リ・スタイルTOKYO〉
スペシャルセール

人気のインポートブランドアイテムなどを特別プライスで!

qハンドバッグ各種
・・・【5０点限り】5,400円均一 素材各種
●パイソンマルチポシェット
・・・・・・・・・【1０点限り】10,800円 ヘビ革
■1階 ハンドバッグ イベントスペース

qベビー羽毛組ふとんセット・・・・・・・・・・・・・・・【10セット限り】27,000円
［セット内容］◎羽毛掛ふとん（掛カバーリング＋羽毛デュエット掛ふとん［厚手・薄手］）
◎敷ふとん ◎ラップシーツ ◎キルティングパッド ◎防水シーツ ◎綿毛布
いずれも素材・サイズ各種　■7階 ベビールームス＆アベニュー

qお仕立付 訪問着・袋帯・長襦袢3点セット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20セット限り】162,000円
訪問着・長襦袢：絹100％、袋帯：絹・その他繊維　
■8階 呉服

メンズフロアスペシャルセール

キッチン用品2,160円均一セール

美しい衿型、すっきりとしたシルエットが
魅力のドレスシャツをバリエーション豊富に!
q〈有名ブランド〉ドレスシャツ各種・・・【5０点限り】3,240円均一 
　　　　　　　　  素材・サイズ各種　■5階 メンズファッションパーツ

機内持込可能な1泊サイズから2～3泊旅行サイズまで! 決算買得価格で!!

w人気キャラクタースーツケース各種・・・【1０点限り】10,800円均一 
素材・サイズ各種　■5階 インターナショナルラゲージ

w①〈東京西川〉
ウオッシャブル肌掛ふとん各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1０点限り】10,800円均一 
ふとんがわ：綿100％、詰物：ダウン90％・フェザー10％
（ウクライナ産シルバーグースダウン）、150×210ｃｍ、0.3ｋｇ

②〈京都西川〉白無地羽毛掛ふとん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1０点限り】48,600円
ふとんがわ：綿・ポリエステル、詰物：ダウン90％・フェザー10％
（ポーランド産ホワイトグースダウン）、150×210ｃｍ、1.2ｋｇ

③〈シビラ〉掛ふとんカバー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2０点限り】4,536円均一 
綿100％、150×210ｃｍ
■6階 快眠寝具

q①Ｐｔルビー・ダイヤモンドペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97,200円
②Ｐｔダイヤモンドリング・・・・・・・162,000円
③Ｐｔルビー・ダイヤモンドリング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162,000円
④Ｋ18ＷＧサファイアペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・189,000円
※写真の商品はいずれも現品限りです。
■6階 ウオッチ＆ジュエリー イベントスペース

q①日本製和包丁2本セット
②エッグパン・フライパン（26ｃｍ）
　2点セット
③餃子鍋ファミリーセット
④細口ドリップコーヒーポット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円均一 
■6階 キッチン用品■3階 ニューヨークランウェイ/リ・スタイルTOKYO

〈ニューヨークランウェイ メンズ〉〈コムサ・ステージ メン〉
〈ティモシーエベレスト〉〈ドーランドハウス〉スペシャルセール
■5階 各ショップ

包丁も鍋も買い時が替え時。期末決算だからこその価格です。

ジュエリーセール
ダイヤモンド・カラードストーンジュエリーを
期末スペシャルプライスでご用意いたしました。

冬の出産準備セール
羽毛組ふとんに綿毛布をプラスしてお買得価格でご用意!

訪問着セット特別提供
お客さまのサイズに合わせたお誂え仕立て。
訪問着・帯・長襦袢の組合せはお選びいただけます。

q①〈大山ハム〉お楽しみ袋・・・【50袋限り】1袋 1,080円
②お徳用和風ねばとろスープ（170ｇ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1袋 950円
③〈鎌田〉だし醤油・・・【100点限り】500ml 598円
④〈アマノフーズ〉おいしい瞬間（10食入）
・・・・・・・・【50袋限り】1袋 950円　■地下1階 北野エース

〈北野エース〉セール
〈北野エース〉人気商品を期間限定プライスダウン!

ワイン1,080円均一セール

qワイン各種【600本限り】
・・・750ml 1,080円均一 
※20歳未満の方の飲酒は法律で
　禁止されています。
※写真はイメージです。
■地下1階 ラ・カーヴ

白・赤ワインを期末決算セール特別企画として
1,080円均一でご提供します。

秋物寝具セール
人気の無地の羽毛ふとん、
お部屋のインテリアにもなるデザインの
カバーをご用意いたしました。

Ｒ＝0.23ｃｔ・Ｄ＝計0.17ｃｔ・チェーン長さ45ｃｍ（スライド付）

Ｄ＝計0.29ｃｔ

Ｒ＝0.27ｃｔ・Ｄ＝計0.50ｃｔ

Ｓ＝計2.10ｃｔ・
チェーン長さ
45ｃｍ
（スライド付）

q〈小倉山荘〉無撰別せんべい各種・・・1袋 486円から
※9/25（火）開店前にお並びのお客さまは1階ライオン口にお並びください。
　係員がご案内いたします。限定商品「小倉山春秋」は9/25（火）のみの
　販売でございます。
■地下1階 菓遊庵 イベントスペース

毎月恒例の〈小倉山荘〉
無撰別せんべい販売会。お客さまへ日頃の
ご愛顧に感謝して8日間の限定販売会を開催いたします。

〈小倉山荘〉感謝祭 
●9月25日（火）～10月2日（火）開催
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②
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③

④

カジュアルアイテムをはじめ、ビジネスアイテムを特別提供!

※バウムクーヘンは引換予約券でのお渡しとなります。
［引換期間：10/3（水）～9（火）・各日50個限り］

ホームページでクリスマスケーキカタログがご覧いただけます。
※インターネットのご予約は10月1日（月）午前10時からスタート！

・・・・・・・・・・・・【ご予約承り100箱限り・10/3（水）から販売200箱限り】


