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名古屋三越  

大創業祭
■10月10日［水］～16日［火］ ■各階

〈ルフレジュイール〉
POP UP SHOP
■10月10日［水］～30日［火］ 
■3階婦人靴

〈タマキニイメ〉フェア
■10月10日［水］～16日［火］ ■地下2階ファッションパーツ

  アクセサリーカスタマイズ企画

〈ヴァンドーム青山〉
セミオーダーイニシャル
リングフェア
■10月10日［水］～31日［水］ ■1階ヴァンドーム青山

〈インディード〉
30周年レザーバッグフェア
■10月10日［水］～23日［火］ ■5階メンズファッションパーツ

■10月10日［水］～16日［火］ ■3階スタイルコート＃3

ハロウィン特集

「ボンボン イスパハン」はバラの上品な風味とフランボワーズの
フルーティーな酸味による贅沢なハーモニーが五感を強く刺激する逸品。
見た目にも愛らしいこのキャンディは一粒口の中にほおばったら、
臆することなくぜひカリカリと噛んで味わってみてください。
酸味・甘味・風味・食感、すべてが絶妙なバランスで
口の中でほどけ合い、えも言われぬひとときが訪れます。

←〈ピエール・エルメ・パリ〉
ボンボン イスパハン
・・・・・・内容量110g 1,188円
■地下1階 ピエール・エルメ・パリ

大人気のこけしドール〈コケッツ〉をオリジナルで作成できるワークショップを開催。
作家の金子氏レクチャーのもと、期間限定のハロウィンモチーフを使った
デコレーションをお楽しみいただけます。世界に一つだけの〈コケッツ〉を作ってみませんか。
※デザインは2種類（白・黒）から、お選びいただけます。※デコレーションのアイテムは持込可能です。※ご予約のお客さまを優先させていただきます。
※ご予約は10/24(水)午前10時30分から承ります。
◎参加費：5,400円（材料費含む） ◎ご予約・お問合せ：TEL/052-252-1893(3階uniteマーケット直通)

見た目にも遊び心のあるピスタチオとさくらんぼの「フランケン」、
見た目にも可愛らしいかぼちゃとキャラメルクリームの
「ジャック」のムースケーキです。

→〈セバスチャン・ブイエ〉
①フランケン・・・1個 692円　②ジャック・・・1個 724円
■地下1階 セバスチャン・ブイエ

ハロウィン仮装 de なりきり撮影会
●10月10日(水)～31日(水) ●7階キッズガーデン
お子さま用のハロウィン衣装を無料で貸出。
ハロウィンの衣装を着て、撮影スポットでかわいく写真を撮ろう！

ハロウィン限定スイーツをはじめ、各階にてイベント盛りだくさん！

10/31（水）までの限定販売

ご予約優先

作家 金子昌見氏来店

限定スイーツ 各階EVENT

①

②

※写真はイメージです。

おしゃれの秋 !  スポーツの秋 ! !  
下着も衣替えしませんか？

姿勢ブラ
ピタッとパッドが
きれいにフィット。
上向きバストに。

マタニティ・キッズコーナー

秋も快適に!

wブラジャー
B・Cカップ・・・各 4,320円 
アンダー65～85㎝

D・Eカップ・・・各 4,644円 
アンダー65～85㎝

Fカップ・・・・・・・・・・・4,644円 
アンダー65～75㎝
いずれも素材各種

wショーツ・・・・・・1,296円 
素材各種、M・L

ＳＵＨＡＤＡ 肌リフト-ＳＴＥＰ-
はいて歩いて、めざせ、カロリー消化アップ！
※機能の表れ方には個人差があります。

w〈ワコールキッズ〉
男・女児パジャマ各種
・・・・・・・・・・各 4,104円から 
素材・サイズ各種 →ガードル

6,048円から 
素材各種、
58・64・70・
76・82ｃｍ

q〈ワコールマタニティ〉
マタニティパジャマ各種・・・4,860円から 
素材・サイズ各種

●インナートップ各種・・・・・・・2,160円から 素材・サイズ各種
●ナイトウエア各種・・・・・・・・・・4,212円から 素材・サイズ各種

百貨店限定商品も
充実の品揃え!

秋のワコールセールレディス
マタニティ
キッズ

●10月10日（水）～15日（月） ●7階催物会場〈最終日午後6時終了〉

半期に
一度の

NAGOMI CLUBの“ポイント”をプレゼント!!

私、名古屋美人

7階「秋のワコールセール」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。

「三越STOREアプリ」「LINE＠」の新規ご登録で会場内で使える100円
ご優待クーポン券をプレゼント! すでに登録されている方も対象です!!

100円ご優待クーポン券をプレゼント!

クーポン券もこちらから

10月10日（水） オープニングサービス

●ブラジャー各種【50点限り】　
●パジャマ各種【50点限り】
いずれも
素材・サイズ各種

●あたたか肌着各種（メッシュタイプ）【50点限り】
●うすくて暖かい長袖インナー各種【50点限り】

10月13日（土） ウイークエンドサービス

いずれも価格は当日会場にて発表! ご紹介のほかにもお値打ち商品がいっぱい! 
詳しくは名古屋栄三越ホームページをご覧ください。

10日（水）は午後3時からタイムサービスを開催いたします!

●腹巻各種【50点限り】　
●あったかパンツ各種【30点限り】　
ともに素材・サイズ各種

フルカップブラ
幅広ストラップが肩への負担を軽減。

eフルカップブラジャー
B・Cカップ・・・・・・・・・・・・・・・各 3,780円 
アンダー75～85㎝

D～Fカップ・・・・・・・・・・・・・各 4,104円 
アンダー75～85㎝
いずれも素材各種

履き心地と美しさにこだわった〈ルフレジュイール〉の
三越伊勢丹限定パンプス。栄店限定色の「パープル」を
加えた、豊富なカラーバリエーションでご用意しました。
お買いあげの方にお好きなシューアクセサリーを
プレゼントいたします。
⇧〈ルフレジュイール〉パンプス
①・・・16,200円  ②・・・16,740円  ③・・・18,360円　
いずれも羊革

雑貨担当バイヤー 市野 康史

従来の播州織の概念を超えて
着心地や色彩を追求し、
糸からものづくりをしています。

あたたかさ・柔らかさ・
豊かな色彩など、
こだわりの詰まった
代表作です。
⇧〈タマキニイメ〉
ルーツショール
・・・・・・・・・・・・各10,800円
毛・綿、200×57ｃｍ

雑貨担当バイヤー 柴垣 政秀

カスタムオーダーやセレクトできるカスタマイズ企画を
アクセサリーゾーン8ショップからご提案いたします。
［参加ブランド］ ◎ヴァンドーム青山 ◎スタージュエリー 
◎オデュース4℃ ◎レザンジュ ハワイアンジュエリー ◎パンドラ 
◎スワロフスキー ◎アガット ◎テイクアップ

婦人担当バイヤー 藤田 隆範

三越伊勢丹限定商品や
先行商品をはじめ、
大創業祭ならではの
独自性のある商品を
ご提案いたします。

地金のカラー3種×
アルファベット14種×
サイズ７～17号から選べる
カスタマイズオーダーリング。
大胆なデザインが印象的な
大人のイニシャルリングです。
⇦〈ヴァンドーム青山〉
セミオーダーイニシャルリング
・・・・・・・・・・・・101,520円から
※オーダー内容により
　価格が異なります。
※商品のお渡しは約1カ月後。

⇧〈ザディグ エ ヴォルテール〉
レザージャケット
・・・140,400円 羊革/牛革、ＸＳ・Ｓ

雑貨担当バイヤー 川口 賢治

ビジネスシーンでもカジュアル化が進む中、スーツでの商談時は、
レザーの本格鞄はマストアイテム。永く愛用いただけるバッグを
この機会に、ぜひ見つけてください。

「感性に結ばれた人々に共感されるものを生み出していきたい」
という思いから今年で30周年を迎え、日本の職人による
モノづくりで、こだわりぬいたバッグを提案し続ける〈インディード〉。
⇧〈インディード〉
①ダレスバッグ・・・・・・・・172,800円  牛革、Ｗ42×Ｈ30×Ｄ12cm
②アタッシュケース・・・・151,200円  牛革、Ｗ40×Ｈ30×Ｄ9cm
期間中、〈インディード〉のレザーバッグパターンオーダー会を開催いたします。
詳しくは係員にお尋ねください。※商品のお渡しは約3～4カ月後。

雑貨担当バイヤー 金子 晋也

〈ザディグ エ ヴォルテール〉
POP UP SHOP

-ZADIG LOVES ROCK-

三越伊勢丹限定商品

三越伊勢丹限定商品

名古屋栄三越初登場

この秋のトレンドカラー
「パープル」で
栄店限定色を
つくりました。
足元からさりげなく旬を
取り入れてみませんか。

③

①

①

②

②

※写真はイメージです。

秋のワコールセールの
さらに詳しい情報はこちらから

〈cokets.(コケッツ)〉ハロウィンワークショップ
　●10月27日(土)・28日(日) 各日午前11時～午後1時・
　　午後3時～午後5時/各回6名さま限り
　●3階北エスカレーター横特設会場

ハロウィン ぷるぷるジェルキャンドル
●10月27日(土)・28日(日) 各日午前10時～午後5時30分　
●7階キッズガーデン 〈各日午後5時受付終了〉
カラフルな砂と、かわいいガラスのパーツをボトルに入れて
ハロウィン仕様のオリジナルジェルキャンドルが作成できます。
◎基本セット：1,458円から　◎パーツ54円から

ハロウィン モビール作り
●10月20日(土)・21日(日)
　各日午前10時～正午・
　午後1時～午後5時30分　
●7階キッズガーデン
ハロウィンデザインの
オリジナルモビールを作成して
ハロウィンパーティを盛り上げよう！
◎参加費：1,080円から

栄三越
限定色

三越伊勢丹限定商品のレザージャケットをはじめ、
レディス＆メンズのフルラインでご紹介。

〈ザディグ エ ヴォルテール〉の世界観と大創業祭ならではの
特別な商品をぜひ、お楽しみください。

三越STOREアプリでお得をゲット! 
スペシャルクーポン配信!! ●10月10日（水）～16日（火）

大創業祭
特別企画

◀ダウンロードはこちら 「名古屋栄三越」をお気に入り店舗に登録してお買得情報をゲット!



人気アイテムの〈エトフ〉の
バッグに遊び心いっぱいの
〈ドローレ ドローレ〉の
テキスタイルを使用し、
栄三越限定の
コラボ商品を作りました。

雑貨担当バイヤー 柴垣 政秀

皮膚呼吸を妨げぬよう
接着芯などを使わないなど、
真の着心地を追及しています。
また、幾通りかの着方が
アレンジできることもおすすめ
ポイントとなっています。
ぜひ、お試しください。

婦人担当バイヤー 水野 克彦

特別
提供品

特別限定品・企画品

各階からお買得な記念袋が続々登場! ※予定数に達し次第終了いたします。※エムアイカード・株主様ご優待カード等による割引優待、及びポイント付与はございません。
※お一人さまのお買いあげ数量を限定させていただく場合がございます。※表記の準備数量は各種合計でございます。大創業祭  記念袋

名古屋三越 ■10月10日［水］～16日［火］ ■各階大 創 業 祭

葉加瀬太郎 Ｓｍｉｌｅｓ 特別販売
■10月10日［水］～16日［火］ ■7階美術画廊

チャールズ・ファジーノ来日３Ｄアート展
■10月16日［火］まで  ■6階リビングステーション

〈garcon la raison（ギャルソン ラ レゾン）〉
ＰＯＰ ＵＰ SHOP
■10月10日［水］～23日［火］  ■7階イベントスペース

バイヤー厳選！ 話題のモノ・コトを多彩に！ 

千總千總

千切屋千切屋

矢代仁矢代仁

川島織物川島織物

龍村美術織物龍村美術織物

日新織物日新織物

塚喜商事塚喜商事

秋の行楽シーズンに大活躍のアウターなど
レディスファッションアイテムが
3点入ったお得な記念袋！

和・洋の人気銘菓を詰合せた
「特別感」いっぱいの記念袋。
w〈全国銘菓 菓遊庵〉
全国銘菓記念袋 松・・・・・【50袋限り】3,240円
■地下1階 全国銘菓 菓遊庵

奈良・吉野「天極堂」の本葛を使ったわらびます、
とろりとした新食感のわらびもちを升に入れました。
q〈和・かふぇ いまい〉記念袋
【50袋限り】1,080円  ■地下1階 和・かふぇ いまい

●〈ア・ラ・カンパーニュ〉記念袋 【50袋限り】1,080円
●〈坂角総本舖〉大入袋
・・・・・・・・・・・・・・【お一人さま1袋限り/100袋限り】1,080円
●〈桂新堂〉えびの恩返し
・・・・・・・・・・・・・・・・・【お一人さま5袋限り/200袋限り】324円
●〈小倉山荘〉御詰合せ・・・・【200袋限り】1,080円
●〈宗家 源吉兆庵〉記念袋 【100袋限り】1,080円
●〈彩果の宝石〉記念袋・・・・【400袋限り】1,080円
●〈ダロワイヨ〉記念袋・・・・・・【50袋限り】1,080円

●〈ＢＡＢＢＩ〉お楽しみ袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100袋限り】2,160円
●〈佃の佃煮〉記念袋 【140袋限り】1,080円
●〈石昆〉記念袋・・・・・・・【50袋限り】1,080円
●〈新之助貝新〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,080円
●〈フォートナム・アンド・メイソン〉グディーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】3,240円
●〈キーコーヒー〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】1,080円

B1F 食品フロア

6F リビング
●〈バニーズバイザベイ〉ラッキーパック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】5,400円
●男児服3点セットラッキーパック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】3,240円
●女児服4点セットラッキーパック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】3,240円

7F キッズファッション

●〈たんす屋〉リユースお洒落着物・帯セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【15袋限り（Lサイズ含む）】32,400円
●〈丸福珈琲店〉記念袋・・・・【30袋限り】1,080円
●〈丸福珈琲店〉記念袋・・・・【30袋限り】2,160円

8F 呉服・カフェ＆レストラン

●〈木屋〉記念袋 【10袋限り】10,800円
●日本製鍋3点セット 【5袋限り】5,400円
●〈OXO〉便利グッズセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】5,400円
●〈タイガー〉魔法瓶セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】2,160円
●〈ノリタケ〉記念袋 【5袋限り】5,400円
●〈イッタラ〉タンブラーセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】5,400円
●〈イッタラ〉人気セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】5,400円
●〈リチャード・ジノリ〉
名古屋栄三越オリジナル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】15,120円

●〈マイセン〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3袋限り】27,000円
●〈カリス成城〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】3,240円
●〈パレフローラ〉記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】5,400円
●ムートンシート2点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3袋限り】38,000円
●〈東京西川〉羽毛掛ふとん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】21,600円
●〈東京西川〉カシミヤ100％ひざ掛け
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】10,800円
●〈フィヨルド〉リクライニングチェア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3袋限り】226,800円

3F uniteマーケット
●〈ＰＥＴS ＲＯＣＫ〉雑貨詰合せ記念袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】3,240円
●〈ステラハリウッド〉アクセサリー詰合せ記念袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】3,240円
●〈アンドストライプ〉ボタン・アクセサリー詰合せ記念袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10袋限り】2,160円

5F メンズファッション
●靴下5点セット・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1,080円
●ボクサーパンツ3点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,080円
●ナイトウエア2点セット・・・【30袋限り】5,400円
●オーダースーツ＆シャツ記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】54,000円

●タキシードセット記念袋
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】118,800円
●フォーマルスーツセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5袋限り】52,920円
●インポートネクタイ・アクセサリー2点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【8袋限り】5,400円
●インポートアウター・・・・・・・【5袋限り】32,400円

eレディスファッション記念袋
・・・【30袋限り】7,560円 素材・サイズ各種
※写真の品は一例です。
■4階 北エスカレーター横特設会場

●お一人さま１泊 夕・朝食付き（22施設）
・・・1枚 10,800円［サービス料・消費税込］
※その他、1泊朝食付も17施設ございます。

※土曜日・休前日の宿泊は追加料金
　お一人さま5,400円（一部除外）。
※1室2名さま以上での
　ご利用となります。
※設定除外日あり。
※再発行・交換・払い戻し及び、
　有効期間の延長はできません。
旅行企画・実施：㈱三越伊勢丹旅行　
観光庁長官登録旅行業第1987号
◀ホテル明山荘（三谷温泉）

［クーポン券有効期間］平日限定
2018年10月9日［火］～2019年1月31日［木］

通常は一旦お預かりし、後日査定結果をお知らせする専門性の高い品物も
期間中は当日査定。さらに期間中は査定金額10％アップ(除外品無)いたします。

詳しくは店頭またはお電話にて0120-8906-56(ハグオールお客様相談室)
電話受付時間/午前10時～午後6時

選べる宿泊クーポン券販売
■10月10日［水］ 1日限り
■9階トラベルセンター特設会場

〈ハグオール〉オープン1周年記念お試し査定会
■10月10日［水］～16日［火］ 
■9階ハグオール（総合買取ご相談窓口）
※美術品・骨董品：10/10［水］～16［火］、ジュエリー：10/14［日］～16［火］。

10/10㊌
1日限り

38周年企画 ジュエリー特別販売会
■10月10日［水］～16日［火］ 
■6階ウオッチ＆ジュエリー イベントスペース

［セットジュエリー］

［ダイヤモンドルース］ 不純物を含まない希少なダイヤです。

名古屋三越創業
38周年を記念して
38万円・380万円の
特別商品をご用意
いたしました。
中部地区最大級の
ウオッチ＆ジュエリー
にぜひ、お立ち寄り
ください。

宝飾担当バイヤー 竹下 誠

①ダイヤモンドジュエリー2点セット・・・【1セット限り】380,000円
[セット内容] ◎Ptダイヤモンドリング(D＝計1.00ｃｔ) 
　　　　　  ◎K18WGダイヤモンドペンダント
　　　　　　  (D＝計1.00ｃｔ、チェーン長さ 最長45㎝〈スライド付〉)

②パールジュエリー2点セット・・・・・・・・・【1セット限り】380,000円
[セット内容] ◎白蝶・黒蝶アコヤパールステーションネックレス
　　　　　 　(Sil、K18WG、K14WG、約8.0～12.0㎜玉)
　　　　　  ◎白蝶・黒蝶パールブローチ(Sil、約7.0～9.0mm玉)

③ダイヤモンドルース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】3,800,000円
D＝1.00ｃｔ、D、ⅠF、TEX、Type-ⅠⅠa

バーミキュラやライスポットで作った料理を試食してみたいという
お声にお応えしてご試食いただける機会を設けました。

当日はバーミキュラ
専属・戸谷シェフによる
調理実演や簡単な
レクチャーもございます。
貴重な機会となりますので
ぜひ、お立ち寄りください。

リビング担当バイヤー 宇佐美 覚子

本年発売となる人気の
「スタートレック」。
今回は初代カーク艦長を演じた
ウィリアム・シャトナーと
ファジーノの直筆Ｗサイン入り
版画をご用意いたしました。

マニアにはたまらない逸品です。
12日（金）にはファジーノ氏も
来店し、サイン会も開催いたします。
⇨チャールズ・ファジーノ
「スタートレック」・・・648,000円
額装サイズ：約81×66㎝

葉加瀬太郎氏が手掛ける絵画3点（スマイル黄・赤・青）を
特別販売。お買いあげの方に特典として、葉加瀬氏との
記念撮影[12/24(月・振休)予定]＆画集をプレゼントいたします。
⇩葉加瀬太郎「Ｓｍｉｌｅｓ2016Ⅳ」・・・・・・・・・各302,400円
額装サイズ：各53×42㎝

リビング担当バイヤー 宇佐美 覚子

三越由縁の東西の
有名老舗からこだわりの
きものや帯を一堂に取り揃えました。

長い年月に培われた老舗ならではの
技術に裏打ちされた品々、
晴れやかなお席に最適です。
⇦京友禅訪問着・・・626,400円 絹100％
西陣袋帯・・・・・734,400円 絹・その他繊維

⇨加賀友禅・京友禅訪問着 絹100％
袋帯 絹・その他繊維
牛首紬 絹100％・・・・・・・・・・・・・・・216,000円均一

呉服担当バイヤー 神山 勝行

羽毛ふとんフェア
■10月10日［水］～16日［火］ ■6階快眠寝具

こだわりの羽毛・こだわりの側生地・こだわりのキルティング。
名古屋三越オリジナルだからこそできた品質と
価格の羽毛ふとんです。

お買いあげの方、先着10名さまに「ピローミスト(リネンアロマ)」を
プレゼントいたします。
⇨〈東京西川〉
羽毛掛ふとん
・・・【20点限り】54,000円
ふとんがわ：綿100％、
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）、
1.2ｋｇ、150×210㎝

リビング担当バイヤー 飯田 洋子

世界的ヴァイオリニスト葉加瀬太郎氏が手掛ける絵画をご提案。
クリスマス・イヴに葉加瀬氏と記念撮影ができる特典付きです。

美術担当バイヤー 酒井 信二

有名老舗 秋のきもの大祭典
■10月16日［火］まで ■8階呉服

⇧〈バーミキュラ〉
ライスポット・・・・・・・・・86,184円
RP23A-SV、鍋容量：約3.7L(5合炊き)

RING BELL 
選べる食事ギフト・
憧れのダイニング

滋賀県 大津 レストラン 明治亭

松阪牛[A5]ヒレステーキ シャトーブリアン
※写真はイメージです。

ドン・ペリニヨン 
2009年

プレミア グルメコース限定販売

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

「鮪の日」生キハダ鮪解体実演販売会
■10月10日［水］ 午後1時30分から ■地下1階魚忠

⇧〈林万昌堂〉厳選大甘栗
・・・・・・・・・・・・・・・・・300g 1,291円
■地下1階 全国銘菓 菓遊庵

⇧〈恵那寿や〉
栗きんとん・・・6個入 1,501円
■地下1階 
　ライオン口エレベーター横特設会場

⇧〈アンリ・シャルパンティエ〉
和栗のモンブラン・・・1個 756円
■地下1階 アンリ・シャルパンティエ

⇧〈とらや〉小形羊羹 新栗
・・・・・・1本 368円・5本入 1,944円
■地下1階 とらや

総選挙で1位の商品へ投票いただいた方の中から抽選で5名さまに景品をプレゼント！
※詳しくは係員にお尋ねください。

イタリアワインの王様「バローロ」とイタリアワインの代名詞と言われる「キャンティ」等、
イタリアの魅力を詰め込んだお買得セットです。
⇧「イタリアワインの王様」バローロ入イタリア赤ワイン10本セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【100セット限り】750ｍｌ×10本 10,800円 ※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

⇨〈魚忠〉生キハダ鮪（三重県産）
●一板（短冊約2冊分）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
※天候・交通の都合により産地が変更になる場合がございます。

毎年恒例の人気企画「イタリアワインフェア」。
今年の目玉はイタリアワインの王様「バローロ」を入れた
イタリアの魅力を凝縮した10本セットです。

食品担当バイヤー 伊藤 大輔

※写真はイメージです。

「栗」総選挙 ■10月10日［水］～16日［火］ 
■地下1階和洋菓子
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プレミア
グルメコース
販売方法

① ②

③

〈バーミキュラ〉TOUCH & COOK
■10月13日［土］・14日［日］ 各日正午～・午後3時～
■ラシック 1階ラシックパサージュ

ご紹介の他、38万円特別商品を各種取り揃えております。

ご紹介の他、380万円特別商品を各種取り揃えております。

〈LA VOIE（ラ ヴォア）〉
POP UP SHOP
■10月10日［水］～23日［火］ 
■4階スタイルコート＃4

厳選された素材を使った
独創的なデザインを
カッティング技術と立体裁断に
よって実現。動きやすさと
心地よさを追求しています。
デザイナー自身の手により
パリの〈LA VOIE〉の
アトリエにて仕立てられています。
期間中、デザイナーによる
立体裁断（Moulage/ムラージュ）の
デモンストレーションを
開催します。
⇨〈LA VOIE〉
ハーフコート・・・・・183,600円
毛・アンゴラ、M・L
ワンピース・・・・・・・・・91,800円
絹100％、M～L

   ハンドバッグカスタマイズ企画

〈ディオニス × マーノダマーナ〉
カスタマイズバッグフェア
■10月10日［水］～23日［火］ 
■1階ハンドバッグ プロモーションスペース

カスタムオーダーやセレクトできるカスタマイズ企画を
ハンドバッグゾーン5ショップからご提案いたします。
［参加ブランド］ ◎ディオニス×マーノダマーナ ◎ジェミー 他

バッグ本体カラー15色×持ち手18種×インナーポーチ4種×
パイピング4色×ファーチャーム6種から選べるカスタマイズ。
お好みの色柄デザインと出会えるパーソナルバッグフェアです。
⇩〈ディオニス × マーノダマーナ〉
カスタマイズバッグ
・・・・・・・・・・・・11,016円から
素材各種
※オーダー内容により
　価格が異なります。
※商品のお渡しは約2カ月後。

雑貨担当バイヤー 川口 賢治

2018SSに新たに誕生した
〈garcon la raison(ギャルソン ラ レゾン)〉。
子供たちの「好み」や「興味」といった個性を
引き出せるファッションをテーマに、
独自の世界観を提案します。

モノトーンを基調に、いままでの子供服にない
ディテイルをご提供します。お子さま自身が楽しく
着られるお洋服をお届けします。

ベビー・子供担当バイヤー 有我 文宏

オータム コスメティック コレクション
■10月16日［火］まで 
■1階コスメティックワールド

アーティストＥＶＥＮＴ開催
10/12［金］
〈アルビオン〉MIYAZAWAアーティスト
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-252-3163

10/13［土］・14［日］
〈ＲＭＫ〉中山アーティスト
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-252-3476

10/14［日］
〈アディクション〉肝月アーティスト
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-252-3159

お客さまに似合うメイクを専属アーティストが
ご提案いたします。※要予約。

〈ファンケル〉最高峰※1のエイジングケア※2
ＢＣラインを中心に取り揃え、機器を活用した
カウンセリングにより、お手入れのご提案や商品
選びのお手伝いをいたします。オープンを記念して、
お得なセットも数量限定でご用意いたしました。 
※1 ファンケル史上。※2 年齢に応じたお手入れのこと。

雑貨担当バイヤー 長谷川 恵久

〈エトフ × ドローレ ドローレ〉
名古屋栄三越限定品特別販売
■10月10日［水］から
■地下2階ファッションパーツ

〈ハナエモリ マニュスクリ〉
POP UP SHOP
■10月10日［水］～16日［火］ 
■4階ハナエモリ前特設会場

日本のファッション界を支えてきた
森英恵氏をリスペクトする
若いデザイナーが新たな表現方法で
作り上げています。

ブランドのベースにある
永遠のテーマ「エレガンス」を基本に、
シルエット・ディテイル・グラフィックを
デザイン。ブランドアイデンティティーである
「蝶」をアイコンにあらゆるシーンで
活躍する女性にフォーカスした
新しいワードローブです。
⇨〈ハナエモリ マニュスクリ〉
ワンピース・・・・・・・・・・・・・・194,400円
レーヨン・ポリエステル、38・40

婦人担当バイヤー 水野 克彦

〈ディアナドット〉ショートブーツフェア
■10月10日［水］～16日［火］ ■3階婦人靴

トレンドをかけ合わせた栄店限定の
スペシャルなブーツが完成しました。
秋冬ファッションの主役になる一足です。

今シーズン注目のチェック柄のブーツにウールを
使用したあたたかみのある素材感や華奢で
かわいいキトゥーンヒールなどトレンド感満載の
アイテムです。
⇨〈ディアナドット〉
ショートブーツ
・・・・・・・31,320円
毛・その他繊維

テキスタイルデザインに長年携わり、
数多くのプリントを生み出してきた
デザインチームと山梨・尾張一宮の
機屋さん。そして京都のプリント工場が
手を結び誕生した〈ドローレ ドローレ〉
のテキスタイルと〈エトフ〉のコラボ
アイテムです。
⇦〈エトフ×ドローレ ドローレ〉
バッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・各9,720円
Ｗ22×Ｈ22×Ｄ10cm

雑貨担当バイヤー 市野 康史

スキマスイッチ × 名古屋三越大創業祭
SUKIMASWITCH 15th Anniversary Live Photo Exhibition
■10月10日［水］～16日［火］ ■3階リ・スタイルＴＯＫＹＯ

愛知県出身の人気アーティスト「スキマスイッチ」が
結成15周年を迎え、11月には横浜アリーナでの
記念ライブを開催。彼らのキャリア初となるライブ
写真に焦点をあてた写真展と三越のライオン像と
スキマスイッチのコラボグッズを販売いたします。

婦人担当バイヤー 藤田 隆範

※写真はイメージです。

〈ファンケル〉10/10（水）リフレッシュオープン！

名古屋栄三越限定商品

名古屋栄三越限定商品

名古屋三越限定商品

名古屋栄三越初登場

名古屋栄三越初登場

名古屋地区初登場　

名古屋地区初登場　

⇦〈ファンケル〉
ＢＣライン特別セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,900円
[セット内容]
◎ＢＣクレンジングオイル（120ｍＬ）
◎ＢＣ洗顔クリーム（90ｇ）
◎ＢＣ化粧液（30ｍＬ）
◎ＢＣ乳液（30ｍＬ）
◎ＢＣビューティコンセントレート（18ｍＬ）
◎ＢＣナイトインテンシヴクリーム3日分
◎おもてなしふろしき

全国のレストラン・料亭を選べるギフトカタログやおせち、松阪牛、クリスマスを
盛り上げるオードブルやシャンパンなどお得なグルメセットをご用意いたしました！

10月10日(水)午前9時から
地下2階サカエチカ連絡口にて
整理券をお渡しいたします。

ご相談・見積無料

参加無料 ご予約優先

◆2人揃って今年のトレンドスタイルに。
◆ご自分がお持ちの洋服にワンコーディネートを合わせて。
◆ご主人をもっと素敵にと思っている方。
3階レディスファッションフロアと5階メンズファッションフロアで
それぞれ、ご相談を承ります。ご参加のうえ、3階・5階のいずれかで
合計30,000円以上お買いあげの方、先着10組さまに「ラシック 
レストランお食事券（3,000円分)」をプレゼント。

11月22日（木）の
「いい夫婦」の日に向けて
ご夫婦揃ってお洒落を楽しみませんか

5階メンズ
カジュアル担当 
岡本 茉利

◎ご予約期間/10月10日(水)～11月13日(火) ◎実施期間/10月13日(土)～11月22日(木)
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-252-1875(3階カスタマーステーション直通)
さらに詳しくは名古屋栄三越HP ファッションコーディネーター’sブログをご覧ください。

3階ファッション
コーディネーター 
大石 由美子

◎RING BELL 選べる食事ギフト・憧れのダイニング
　※3カ月以内に、お好きなレストラン・料亭またはグルメギフトをカタログからお選びください。
◎〈レストラン 明治亭〉和・洋二段おせち
　※栄店7階おせち特設会場にて12/31（月）お渡し、または配送によるお届けになります。
◎ドン・ペリニヨン 2009年 ※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
◎〈レストラン シェ・コーベ〉洋風クリスマスオードブル
　※12/23（日・祝）・24（月・振休）に栄店地下1階サービスカウンターにてお渡しとなります。
◎松阪牛[A5]ヒレステーキ シャトーブリアン(140ｇ×4枚）お肉券
◎〈フォートナム・アンド・メイソン〉ティーチケット(10枚)   
◎ラシックレストランお食事券(1,000円×10枚)
※商品のお渡し方法など詳しくは係員にお尋ねください。

 ◆プレミア グルメコース・・・・・・・・【10セット限り】108,000円

※お一人さま1枚限り。有効期限は10月10日(水)正午まで。
※整理券お渡し後は解散となります。
　有効期限内にお買い求めください。
※整理券お渡し前に列から離れた場合は無効となります。
◆販売場所/地下1階食彩広場

●〈ジョアン〉記念袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1,728円
●〈北野エース〉記念袋・・・・・・・・・・・・・【100袋限り】1,080円
●〈米蔵〉おにぎり3種（秋鮭・あさりしぐれ・日高こんぶ）
・・・・・・・・・・【お一人さま10個限り/各日合計150個限り】各108円
※10/14（日）～16（火）の販売
●〈デリシャスボックス〉記念袋（50個入×2）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日10袋限り】4,644円
●〈全国銘菓 菓遊庵〉
全国銘菓記念袋 竹・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】2,160円
全国銘菓記念袋 梅・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1,080円

10/10（水）から数量限定販売

名古屋栄三越 ファッションコーディネーター’sブログ


