
食品大感謝祭 10月3日（水）～9日（火）　
地下1階食品フロア/各階レストラン・喫茶

抽選で旅行券やカタログギフトなどが当たる！  

食品大感謝祭 お買いあげ抽選会
●10月3日（水）～9日（火） 
●地下1階食品フロア/各階レストラン・喫茶

期間中、地下1階食品フロア（①和洋菓子売場ゾーン ②生鮮・総菜売場ゾーン 
③お酒売場ゾーン）・④各階レストラン・喫茶ゾーンで1回のお買いあげ金額が
1,080円以上の方に、各ゾーンでスタンプを1個押印します。スタンプが2個
貯まった時点で1回、3個貯まった時点で2回、抽選会にご参加いただけます。
抽選で5名さまに「旅行券（20,000円）」やカタログギフトなど景品をプレゼント。
※詳細は係員にお尋ねください。  ◎応募場所/地下1階ラ・カーヴ横特設カウンター

※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。

名 古 屋 栄 三 越

2018  10 / 3 水

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!

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

詳細は名古屋栄三越
ホームページで。

※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

〈シャーリーテンプル〉for Ladies (S・Mサイズ）
POP UP SHOP
●10月3日（水）～16日（火） 
●7階キッズステージ

※写真はイメージです。

→チャールズ・ファジーノ作
「アラウンド・ザ・ワールド」・・・・・・324,000円 
額サイズ：60×60cm

→〈イロイト〉
手織りのトートバッグ・・・・・・・・・・・・12,960円 
アクリル・綿、約W53×H34×D20cm
スカート・・・12,960円 綿100％、丈66・74cm

E V E N T  
作家来場スペシャルアートサイン会
●10月12日（金）午後2時～午後5時
サイン会終了までに額装品をお買いあげの方に、
購入作品の裏板にアートサインをお入れいたします。
※作家都合によりスケジュールが変更になる場合がございます。

お洋服はもちろん、ビンテージや
雑貨、可愛いものが好きな女性へ。
子供服のシャーリーテンプルの
オリジナルな世界観を大人も
楽しめるようレディライクに仕立てて、
袖を通した瞬間から始まる

「ときめき」のあるお洋服をお届けします。

〈イロイト〉POP UP SHOP
●10月3日（水）～9日（火） 
●1階ハンドバッグプロモーション
グアテマラ産の生地を使用した
オリジナル雑貨の〈イロイト〉が
名古屋栄三越に初登場！
オリジナルの手織りバッグや
巻きスカートはエキゾチックな風合いで
コーディネートのアクセントに最適です。

→〈アナ スイ〉
ポーチ 15,120円 29.5×19.5×1cm
バッグ 39,960円 60×22.5×35cm
ともに綿・ナイロン

〈マーク ジェイコブス〉×〈アナ スイ〉
期間限定販売
世界で活躍するアナ・スイが親交の深いデザイナーである
マーク・ジェイコブスとコラボレーション。アーティストの
ウィル・ブルームがマークとアナを描いたイラストが
施されたアイテムをはじめ、〈アナ スイ〉人気の
ドレスなど18FWコレクションと共に
期間限定でご紹介します。

チャールズ・ファジーノ来日 3Dアート展
●10月3日（水）～16日（火） ●6階リビングステーション
ニューヨーク3Dアートの巨匠として世界の街並みを
色鮮やかに描く、チャールズ・ファジーノの新作・人気作を
ご紹介いたします。

●10月3日（水）～16日（火） 
●3階リ・スタイルTOKYO

⇨〈リミフゥ〉
ジレ・・・30,240円　パンツ・・・43,200円 
ともに毛・その他繊維、S
ブラウス・・・・・43,200円 
再生繊維（リヨセル）・綿、S　　■3階 リミフゥ

“汎用性の高いモード”なバッグ “抜群の合わせやすさと
肌触り”のカシミヤストール

“職人技を感じる”レザーシュー
ズ

“明日も履きたい”
パンプス

“トレンドのチェック柄”ジャケッ
ト

心地よさをテーマに自分らしさを
追求する女性のための
ベーシックアイテム。
⇨〈ナチュラルベーシック〉
カシミヤストール
①・・・24,840円 約80×200cm
②・・・21,600円 約70×190cm
ともにカシミヤ100％
■地下2階 ファッションパーツ

⇨〈カーリー・エ・フェリーチェ〉
ショートブーツ
①・・・・・・・・・13,824円 
ポリエステル・その他繊維
②・・・・・・・・・14,904円 
合成皮革

ブランドのアイコンとなる
定番ベーシックなコレクションに、
異素材をMIXした
今年らしいモードなテイスト。
ショルダーベルト付き×
軽量素材で秋の行楽にも
最適。

今年トレンドのショートブーツは、
特徴のあるヒールがポイント。

I N F O R M A T I O N
〈カーリー・エ・フェリーチェ〉POP UP SHOP

●10月3日(水)～9日(火) ●3階スタイルコート＃3

⇨〈パドローネ〉メンズ
①レースアップシューズ
・・・・・・・・・・・・・・30,240円
②レースアップブーツ
・・・・・・・・・・・・・・32,400円  ともに牛革

メイドインジャパンの確かな
モノづくりによる履き心地の良さで
定評のあるパドローネ。
日常のさまざまなワードローブに
マッチするこだわりのシューズ。

I N F O R M A T I O N
〈パドローネ〉POP UP SHOP ●10月3日(水)～16日(火) ●5階紳士靴

⇩〈ロックポート〉パンプス・・・各23,760円 やぎ革

秋のコーディネートの主役は、
秋色・秋素材のスタイリッシュなパンプスで女性らしさを演出。

⇦〈イセタンメンズ〉
ジャケット・・・63,720円 毛100％
※インナーはイメージです。
■5階 ビジネスクロージング

イタリア・ビエラ地方で
100年以上の歴史を誇る
最高級生地メーカー

〈タリア・ディ・デルフィノ〉の
生地を使用。英国調の
チェックは今季のトレンド柄。
肉厚なツイード生地が
英国のクラシックさを
引き立てる一着。

I N F O R M A T I O N
〈ロックポート〉パンプスフェア

●10月3日(水)～16日(火) 
●3階婦人靴

P R E S E N T
お買いあげの方にノベルティをプレゼント。
※数に限りがございます。

⇨〈ティラ マーチ〉
２WAYバッグ
・・・・・・・・・・42,120円 
ポリエステル・牛革、
約W26×H25×D11cm
■1階 ティラ マーチ

“今秋注目のヒールコンシャス”なブーツ

この秋注目のアイテム「ジレ」と同素材の
パンツのスタイリング。計算された
パターンから生み出されるシルエットの
美しさと、フレアシャツのコーディネートで
品のある女性らしさを演出。

立体感のある女性らしい
身体の丸みを表現しながらも

「360度どこから見ても美しく」
かつスタイルアップして見える仕上げに。
⇦〈クードシャンス〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・各 36,720円 
ポリエステル・その他繊維、36・38・40
■3階 クードシャンス

①

①

①

②

②

②

“360度どこから見ても

　　美しい”ジャケット

秋 の 主
気 持ちも上 がる、秋 のドレスアップ 。

秋ファッションの 主 役 になるアイテムを
多 彩なラインナップ でお 届けします 。

“シルエットの
美しさ際立つ”ジレ

●10月3日（水）～16日（火） ●各階

役

東山動植物園 × 名古屋三越 チャリティーキャンペーン ●10月3日（水）～9日（火） 
期間中、名古屋栄三越・星ヶ丘三越でのエムアイカードのご利用1回につき5円を東山動植物園へ寄付いたします。

「動物のレストラン～ライオンにおやつをあげよう～」イベント参加者募集
●応募期間：10月3日（水）～16日（火） ●イベント開催日：11月3日（土・祝） ●東山動植物園 本園 ライオン舎前
名古屋栄三越7階・星ヶ丘三越5階子供服フロアにてエムアイカードのご利用で10,800円以上お買いあげの方の
中から、抽選でイベントにご招待いたします。※当選者の発表は応募期間終了後、お電話にてお知らせいたします。 ⒸNagoya City

左記期間中、「三越 STOREアプリ」を新規で
ダウンロードいただき、クーポン画面をご提示
いただいた方、先着00名さまに

「彩果の宝石（5個入）」 をプレゼント。
●引換場所/地下1階ラ・カーヴ横特設カウンター

三越STOREアプリ 大ダウンロードキャンペーン
●10月3日（水）～9日（火）

［セット内容］ ★の商品は名古屋栄三越限定商品です。
◎〈ジャン＝ポール・エヴァン〉ボンボンショコラ（カライブ・ポメロ）★
◎〈ピエール・エルメ・パリ〉ボンボンショコラ（パイネイラス・マチルダ）★
◎〈セバスチャン・ブイエ〉タルトレット（フリュイ・ガトーバスク）
◎〈BABBI〉クオーレ（ミルク・ビター・ホワイトチョコレートがけ、ビターチョコレートがけ）★
◎〈ショコラ ベル アメール〉パレショコラ（小倉・バター・ビター・マンディアン レ）★
◎〈ルル メリー〉ショコラサブレ（マカデミアンナッツ・ヘーゼルナッツ）
◎〈ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ〉切りたてバウムクーヘン引換予約券
※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：10/10（水）～16（火）］

←名古屋栄三越限定 
1st アニバーサリーボックス

・・・・・・・・・【200箱限り】1箱 5,400円

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」
10月3日（水）から限定販売
●地下1階ライオン口エレベーター横特設会場

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。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

↑おすすめイタリアワイン6本セット
【36セット限り】750ml×6（赤×3本・白×3本） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,800円　■地下1階 ラ・カーヴ

→〈宮田精肉店〉
①黒毛和牛焼肉丼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日10折限り】1折  980円

②蒲焼丼（豚肉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20折限り】1折  580円

※盛付例です。

※調理例です。

ラ・カーヴスタッフが選ぶ

おすすめイタリアワイン赤・白６本セット！
イタリアワインフェア（10/10（水）～23（火））開催に先駆け、
スタッフおすすめのイタリアワイン赤・白6本セットを先行販売いたします。

2018 イタリアワインフェア 
●10月10日（水）～23日（火）
●地下1階ラ・カーヴ

予  

告

お肉屋さんのボリューム満点弁当が登場！
●10月3日（水）～9日（火）限定販売  ●地下1階宮田精肉店

卓 越した精 緻の技と美
日本の優れた伝統工芸の保存と後継者の育成を目的に、

公益社団法人 日本工芸会が
毎年開催する国内最大級の公募展。

陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、人形、諸工芸7部門の
重要無形文化財保持者（人間国宝）の最新作と
一般公募作品より厳正な鑑・審査を経て選ばれた

入選作約400点を一堂に展覧いたします。

国内最大級の公募展
THE 65th JAPAN TRADITIONAL         EXHIBITIONKogei

第65回

●10月3日（水）～8日（月・祝） ●7階催物会場
〈最終日午後6時終了〉

入 場 無 料

食品大感謝祭 特別提供品
10/3（水）1日限りの限定販売

↑〈宮田精肉店〉国産サーロインステーキ用
【お一人さま3枚まで/300枚限り】

・・・・・・・・・・・・・1枚180g  1,080円（100gあたり600円）　
■地下1階 宮田精肉店

①

②

食 品 大 感 謝 祭 10月3日（水）～9日（火）　
地下1階食品フロア/各階レストラン・喫茶

抽選で三越商品券やカタログギフトなどが当たる！  

食品大感謝祭 お買いあげ抽選会
●10月3日（水）～9日（火） 
●地下1階食品フロア/各階レストラン・喫茶

期間中、地下1階食品フロア（①和洋菓子・菓遊庵売場ゾーン ②生鮮・総菜売場ゾーン・
パン・食彩広場 ③お酒売場・銘店ギフトゾーン）・④各階レストラン・喫茶で
1回のお買いあげ金額が1,080円以上の方に、各ゾーンでスタンプを1個押印します。
スタンプ2個で1回、スタンプ3個で2回、抽選会にご参加いただけます。
抽選で三越商品券30,000円やカタログギフトなどをプレゼント。
※詳細は係員にお尋ねください。※三越が同時期に実施するキャンペーンとの重複当選はございません。  

◎抽選会場/地下1階ラ・カーヴ横 特設カウンター

※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。

名 古 屋 栄 三 越

2018  10 / 3 水

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!

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

詳細は名古屋栄三越
ホームページで。

東山動植物園 × 名古屋三越 チャリティ キャンペーン ●10月3日（水）～9日（火） 
期間中、名古屋栄三越・星ヶ丘三越でのエムアイカードのご利用1回につき5円を東山動植物園へ寄付いたします。

「動物園のレストラン～ライオンにおやつをあげよう～」イベント参加者募集
●応募期間：10月3日（水）～16日（火） ●イベント開催日：11月3日（土・祝） ●東山動植物園 本園 ライオン舎前
名古屋栄三越7階・星ヶ丘三越5階子供服フロアにてエムアイカードのご利用で10,800円以上お買いあげの方の
中から、抽選でイベントにご招待いたします。※当選者の発表は応募期間終了後、お電話にてお知らせいたします。 ⒸNagoya City

左記期間中、「三越 STOREアプリ」を新規で
ダウンロードいただき、クーポン画面をご提示
いただいた方に「彩果の宝石（5個入）」 をプレゼント。
※なくなり次第終了とさせていただきます。
●引換場所/地下1階ラ・カーヴ横 特設カウンター

三越STOREアプリ ダウンロードキャンペーン
●10月3日（水）～9日（火）

［セット内容］ ★の商品は名古屋栄三越限定商品です。
◎〈ジャン＝ポール・エヴァン〉ボンボンショコラ（カライブ・ポメロ）★
◎〈ピエール・エルメ・パリ〉ボンボンショコラ（パイネイラス・マチルダ）★
◎〈セバスチャン・ブイエ〉タルトレット（フリュイ・ガトーバスク）
◎〈BABBI〉クオーレ（プレーン・カカオ・コンチョッコラート・コンチョッコラートビアンコ）★
◎〈ベル アメール〉パレショコラ（餡バター・マンディアン ミルク・サンキュー）★
◎〈ルル メリー〉ショコラサブレ（マカデミアナッツ・ヘーゼルナッツ）
◎〈ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ〉切りたてバウムクーヘン引換予約券
※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：10/10（水）～16（火）］

←名古屋栄三越限定 1st アニバーサリーボックス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【200箱限り】1箱 5,400円

「1st アニバーサリーボックス」
10月3日（水）から限定販売
●地下1階ライオン口エレベーター横 特設会場

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。

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

↑おすすめイタリアワイン6本セット
【36セット限り】750ml×6（赤×3本・白×3本） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,800円　■地下1階 ラ・カーヴ

→〈宮田精肉店〉
①黒毛和牛焼肉丼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日10折限り】1折  980円

②蒲焼丼（豚肉）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20折限り】1折  580円

※盛付例です。

※調理例です。

ラ・カーヴスタッフが選ぶ

おすすめイタリアワイン赤・白６本セット！
現在のワイントレンドを盛り上げている、赤ワインのような白ワイン

「オレンジワイン」をはじめ、ラ・カーヴスタッフおすすめの6本をセットに。

2018 イタリアワインフェア 
●10月10日（水）～23日（火）
●地下1階ラ・カーヴ

予  

告

お肉屋さんのボリューム満点弁当が登場！
●10月3日（水）～9日（火）限定販売  ●地下1階宮田精肉店

食品大感謝祭 特別提供品
10/3（水）1日限りの限定販売

食品大感謝祭 特別企画

↑〈宮田精肉店〉国産サーロインステーキ用
【お一人さま3枚まで/300枚限り】

・・・・・・・・・・・・・1枚180g  1,080円（100gあたり600円）　
■地下1階 宮田精肉店

①

②

地下1階 洋菓子売場 リフレッシュオープン1周年記念 



地下1階洋菓子売場 リフレッシュオープン1周年記念!
名古屋栄三越でしか味わえない限定品をはじめ、とっておきのスイーツが盛りだくさん！

食品大感謝祭 10月3日（水）～9日（火）　地下1階食品フロア/各階レストラン・喫茶 ※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。

純鶏名古屋コーチンのそぼろを
贅沢に使用した特製のお弁当です。

↑〈鶏三和〉名古屋コーチンそぼろ弁当
・・・・・・・・・・・・【各日10折限り】1折 896円　■地下1階 鶏三和

白舞茸と銀鮭を贅沢に炊き込みご飯にしました。
ほんのりとした味わいは、〈まつおか〉の煮物によく合います。

↑〈まつおか〉銀鮭と白舞茸ご飯の二段弁当
・・・・・・・・・・・・・・・【各日10折限り】1折 1,188円　■地下1階 まつおか↑お楽しみコラボ弁当・・・【20折限り】1折 1,210円　■地下1階 グローサリー

薄皮がついたピスタチオをローストすることで、
本来の風味を守りながらコクと甘みを
引き出し、素朴に仕上げた大福です。

↑〈たねや〉ピスタチオ大福
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個入 756円
■地下1階 たねや

栗と芋を贅沢に使用したあんババロア。
この時期旬の栗と芋の味わいを
お楽しみください。

↑〈菓匠 花桔梗〉栗と芋のあんババロア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30個限り】1個 486円
■地下1階 菓匠 花桔梗

国産の安納芋を白餡に練り込んだ芋餡を
自慢のお麩に包み込みました。しっとりとした
優しい甘さの秋限定饅頭をお楽しみください。

↑〈大口屋〉あんぷ おいも
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日100個限り】1個 173円
■地下1階 大口屋

美味しさいっぱい! コラボ弁当をはじめ限定弁当まで!

和菓子の銘店から秋の味覚をお届けします。

地下1階食品フロアでお馴染みの総菜ショップの
人気商品が一度に味わえる、コラボ弁当を作りました！

10月3日（水）限定販売

②

←〈とらや〉
丁寧に煉りあげたこしあんに
黒砂糖やメープルシロップを
加えました。
①あんペースト（こしあん）S
【お一人さま5個限り/300個限り】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 648円
こしあん、小倉あんと
チョコレートを合わせ、
しっとり濃厚に
焼きあげました。
②あずきとカカオの
フォンダンS
【お一人さま3個限り/
各日50個限り】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 486円
■地下1階 とらや

①

フランス北部の都市リールの伝統菓子
「ゴーフル・リローズ」をベースにした
オリジナルスイーツ。ロゴ入りの型で焼きあげた
しっとり生地に、濃厚なクリームをサンドしました。

↑〈ピエール・エルメ・パリ〉
レ ゴーフレット ド ピエール エルメ
・・・・・・1箱5枚入（イスパハン×3・シトロン×2） 1,620円
■地下1階 ピエール・エルメ・パリ

マロンと洋梨を組み合わせた、甘美で
フルーティな秋の人気ケーキが登場。

↓〈ピエール・エルメ・パリ〉オマージュ
・・・・・・・・・・・・・・・【各日50台限り】1ホール 3,024円
■地下1階 ピエール・エルメ・パリ

アクセントに赤味噌を加えたアーモンドと
ヘーゼルナッツのプラリネ「ナゴヤ」を含む
ショコラ10個詰合せ。

↑〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
ボワットゥ ショコラ 10個入 ナゴヤ
・・・・・1箱10個入 4,161円
■地下1階 
ジャン＝ポール・エヴァン

ベル アメール定番のパレショコラに名古屋ではお馴染み、
「赤味噌」のフレークを使用した限定味が登場。

→〈ベル アメール〉
①パレショコラ 赤みそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚 281円
②パレショコラ各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚 281円
■地下1階 ベル アメール

ラムレーズンや
カットしたオレンジピールを
混ぜ込んで焼いたチョコレートケーキに、
それぞれラム酒やコアントローを香らせました。

←〈ルル メリー〉ガトーショコラ
①レーズン ②オランジュ・・・・・1箱 各 324円
■地下1階 メリーチョコレート

BABBI特製のピスタチオペーストで作る
クリームとマスカルポーネクリームのティラミスが初登場。
食感のアクセントでビスケットをトッピングしました。

←〈BABBI〉ピスタチオティラミス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50個限り】1個 702円
■地下1階 BABBI

〈ホレンディッシェ･カカオシュトゥーベ〉を代表するバウムクーヘン。
ドイツの本格レシピに基づいて店内でカットしたバウムクーヘンは、
バターの風味としっとりとした食感がより一層お楽しみいただけます。

↑〈ホレンディッシェ･カカオシュトゥーベ〉
切りたてバウムクーヘン・・・・・・・・・【各日30カット限り】1カット 1,080円
■地下1階 ホレンディッシェ･カカオシュトゥーベ

パンプキンを練りこんだバター風味
豊かな生地に、パンプキンの種を
トッピングしたソフトケーキ。

→〈ロイスダール〉
モテクール パンプキン
・・・・・・・・・・・・1箱6個入 1,080円
■地下1階 ロイスダール

バラの香り漂う
フランボワーズの
コンポートと
カスタード
クリームの組み合わせ。
ピンク色に色づけた粉糖と
食用のバラをのせて仕上げた
シュークリームです。

→〈ダロワイヨ〉
シューキュービック ローズ
・・・・・・・・・【各日15個限り】1個 540円
■地下1階 ダロワイヨ

東海地区名古屋栄三越限定
東海地区名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

東海地区名古屋栄三越限定

東海地区名古屋栄三越限定

東海地区名古屋栄三越限定 名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

三越伊勢丹限定

Chocolat
ショコラ

Cake
ケーキ

Brand
人気ブランド

①

①

②

②

サクサクのパイ生地に軽いダマンド生地、
お餅、小倉あん、バタークリームをトッピング。
名古屋名物「小倉トースト」を感じさせる、
ほっとくつろぐガトーです。

↓〈ラトリエ・ドゥ 名古屋ふらんす〉
タルト au 小倉【各日50個限り】
1個 292円
■地下1階 ラトリエ・ドゥ 名古屋ふらんす

名古屋栄三越限定

名古屋栄三越限定

広島県福山市の〈ステーキハウス アレイ〉の
食品大感謝祭特別ステーキ弁当を限定販売。
大粒な牡蠣とステーキをお楽しみください。

食品大感謝祭 特別企画品

〈ステーキハウス アレイ〉期間限定販売
●10月3日（水）～9日（火） ●地下1階食彩広場

自家製のタレでじっくり煮込み、
地元の炭で焼いた、香ばしさと
深い味わいのある焼豚です。

↓〈岐阜・肉の御嵩屋〉
焼豚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 1,350円

〈御嵩屋〉期間限定販売
●10月3日（水）～9日（火） 
●地下1階食彩広場

東洋軒名物ブラックカレーを
はじめ、海の幸カレー、
グリーンカレー、ハヤシの
4種類のソースから3種類の
ソースをお選びいただける
セットです。

〈MEAT＆GREEN〉
旬熟成のサンドイッチ期間限定販売
●10月3日（水）～9日（火） ●地下1階食彩広場

香住漁港で水揚げされた
香住ガ二（紅ズワイガニ）を使った
特別ないなりずしをご用意。

↓〈島根・四喜〉
香住ガ二の棒身盛りいなり
・・・・【各日50折限り】4個入 1,080円

〈和・かふぇ いまゐ〉×〈両口屋是清〉コラボ限定メニュー

食品大感謝祭 特別メニュー
食品大感謝祭を記念して、
旬の栗を使った秋ならではの
甘味盛合せメニューを
お届けします。

〈四喜〉期間限定販売
●10月3日（水）～9日（火） 
●地下1階食彩広場

〈和・かふぇ いまゐ〉特別限定メニュー  
●10月3日（水）～9日（火） 
●地下1階和・かふぇ いまゐ

〈レストラン＆カフェ 東洋軒〉期間限定メニュー
●10月3日（水）～16日（火） ●9階レストラン＆カフェ 東洋軒

プレス機で挟み焼きしたクッキーにとろける食感の
バタークリームとキャラメルをサンドした、
東京で大人気の洋菓子が初登場！

→〈PRESS 
BUTTER SAND〉
プレスバターサンド
・・・・・・・5個入 1,001円
・・・・・・・・9個入 1,710円
・・・・・・15個入 2,851円

〈PRESS BUTTER SAND〉期間限定販売
●10月3日（水）～30日（火） 
●地下1階サカエクリスタルプレイス

当日についたお餅を、
甘さ控えめの栗粉で
まぶしました。
ほろほろ溶ける
栗粉とつきたての
お餅のハーモニーを
お楽しみください。

→〈恵那川上屋〉
いがぐりもち
【各日200箱限り】
・・・・・・・・・・6個入 540円

東海地区初登場

名古屋栄三越初登場

2018 三越 クリスマスケーキ＆オードブル
ご予約承り会
●10月3日（水）～12月18日（火）
●地下1階ラシック連絡通路口特設会場
※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。
　係員が会場までご案内いたします。

11月15日（木）解禁
2018年 三越 
ボージョレ ヌーヴォー
ご予約承り会
●10月5日（金）～11月4日（日） 
●地下1階ラ・カーヴ

2019年 三越のおせちご予約承り会
●ご予約承り中! 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〉
昭和3年創業以来、両千家をはじめ
多くの文人墨客に愛されてきた、
“一期一会の心ばせで、真のもてなしを”の
心を大切にする老舗の味をお楽しみください。

名古屋三越栄店｜

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。

インターネットでのご予約受付中!

→〈トリシャール〉ボージョレ・ヴィラージュ・
ヌーヴォー・ヴィエイユ・ヴィーニュ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・750ml 3,456円
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。

→〈京料理 たん熊北店〉
和風三段重
・・・・・・・・・・・・【240点限り】32,400円
重箱：紙製、18.5×18.5×6.5cm×3、
4人前、祝箸4膳

三越伊勢丹限定

↑〈ステーキハウス アレイ〉
大感謝祭ステーキ弁当 【各日30折限り】1折 1,944円

↑〈MEAT＆GREEN〉熟成ローストビーフサンド 981円

全国お取り寄せグルメ

日
替
わ
り
サ
ー
ビ
ス

明治32年創業。出町柳に本店を構える。
創業当時から変わらぬ製法で作り続けている、
代表銘菓「名代豆餅」をぜひお楽しみください。

→〈京都・出町ふたば〉
【お一人さま2パック限り/各日100パック限り】 

名代豆餅・・・・・・・・・・・・・1パック5個入 901円　■地下1階 菓遊庵 特設コーナー（菓匠 花桔梗前）

←〈北海道・シロクマ北海食品〉
北海道小麦のメロンパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個入 378円

↓〈鶏三和〉半身揚げ
・・・・・・【30本限り】1本 756円
■地下1階 鶏三和

→〈碓井商店〉
地鶏玉子豆腐
【50パック限り】
1パック2個入 216円
■地下1階 北野エース

10/3（水）限定販売 10/4（木）限定販売

●〈魚忠 活きな寿司〉
海鮮巻【30パック限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック 432円
■地下1階 魚忠 活きな寿司

●〈セイメイファーム〉
朝採りたまごの焼きプリン
・・・・・・・・・・・・【50個限り】1個 108円
■地下1階 北野エース

↑〈京とうふ藤野〉
京とうふ2連・きぬ2連各種
・・・・・・【50セット限り】1セット 各 108円
■地下1階 北野エース

●〈大彦〉塩さんま3尾セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・【50セット限り】1セット 756円　■地下1階 大彦

●〈ハナフル〉フルーツミックスタルト
・・・・・・・・・・・・・・・・・【10台限り】1台 2,700円　■地下1階 ハナフル
●〈石丸弥蔵商店〉国内産花えび
・・・・・・・【50個限り】1カップ125g 540円　■地下1階 北野エース

ほのかな苦みの濃厚抹茶ババロアに、
生クリームと小豆餡の上品な甘みが好相性。

←〈東京・紀の善〉
【お一人さま2個限り/各日60個限り】 

抹茶ババロア・・・・・・・1個 659円　■地下1階 菓遊庵

→〈栃木・フジナチュラルフーズ〉
ポルテ21 レーズン・・・・・・・・・1個 540円

→〈鳥取・伯雲軒〉
ブドーパン
・・・・・・・・・・・・・・・・1個 189円

→〈富山・さわや〉
富山の昆布パン
・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 214円

→〈熊本・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

人気の芋焼酎を数量限定でご用意しました。

↑①〈宮崎・霧島酒造〉茜霧島
・・・・・・・・・・・・【お一人さま2本限り/60本限り】900ml  1,269円
②〈鹿児島・三岳酒造〉三岳
・・・・・・・・・・・・【お一人さま2本限り/60本限り】900ml  1,070円
・・・・・・・・・【お一人さま1本限り/30本限り】1,800ml  2,096円
※写真の品は900mlです。
※いずれの商品もなくなり次第終了とさせていただきます。
■地下1階 ラ・カーヴ 
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

通常では
取り扱いのない商品を
食品大感謝祭限定でお届け！

←〈鈴波〉
魚介味淋粕漬 赤魚
【各日30枚限り】1枚  702円
■地下1階 鈴波

10/5（金）限定販売 10/6（土）限定販売

10/7（日）限定販売

10/3（水）～6（土）各日午後3時からの限定販売

10/6（土）・7（日）限定販売

10/6（土）・7（日）の限定販売

各日午前11時からの販売

旨味を最大限に発揮させた黒毛和牛の発酵熟成肉と、
水耕栽培の野菜、それらを繋ぎあわせる
酵素ドレッシングの組合せで作るサンドイッチです。

●10月3日（水）～9日（火） 
●地下1階北野エース

〈北野エース〉
日本全国パンまつり

〈とらや〉がつくったカフェ
「トラヤカフェ」の人気商品。

←〈和・かふぇ いまゐ〉
お抹茶セット【各日30セット限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1セット 1,080円

→〈和・かふぇ いまゐ〉
栗ひろい【各日30セット限り】
・・・1セット 1,080円 ※ドリンク付

明治25年創業の
老舗「いまゐ」の甘味処。
〈茶匠 井六園〉お抹茶と
〈両口屋是清〉上生菓子
「照葉」をセットにした、
限定メニューをご用意しました。

人気の8ショップの
味がコラボ!

3段ケーキをイメージした1周年に相応しい
豪華なケーキ。ライチのムースの中には
赤桃とフランボワーズが入っています。

→〈セバスチャン・ブイエ〉アニヴェルセル
1個 778円　■地下1階 セバスチャン・ブイエ

三越限定

クッキー生地にフロマージュを混ぜ込み、
バタークリームにゲランドの塩を加えて
すっきりとした味わいに
仕上がりました。

→〈ヨックモック〉
バターリッチクリーム 
サンドクッキー 
フロマージュサレ
・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 1,188円　
■地下1階 ヨックモック

三越の包装紙「華ひらく」のデザインを
あしらった限定缶に、模様のストーン
モチーフのひとつを象った
「いちご」味のゼリーなど、多彩な
　　フルーツのゼリーを詰め合わせ。

　　←〈彩果の宝石〉
　　華ひらく ゼリーアソート
　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1缶 1,620円
　　■地下1階 彩果の宝石

横浜桂林

地雷也

たもかみ
キムチ館

鶏三和

諭吉のからあげ

まつおか

横浜桂林

四陸

②①

濃厚さと爽やかさの両方を合わせ
持つBOXタイプのチーズケーキで、
素材にもこだわり、他では決して
味わえない美味しさです。

←〈静岡・まるたや〉
チーズボックス
【30箱限り】 
・・・・・・・・・・1箱 2,970円
■地下1階 菓遊庵

↑〈レストラン＆カフェ 東洋軒〉
ティスティングカレーセット・・・・・・・・・・・・1セット 1,944円

〈恵那川上屋〉“いがぐりもち”期間限定販売
●10月3日（水）～7日（日）
●地下1階サカエクリスタルプレイス

全国各地のご当地パンを
期間限定販売!

【いずれも各日20個限り】

名古屋栄三越限定

※盛付例です。

※写真はイメージです。

※調理例です。


