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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※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
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好評開催中! 11月2
0日（火）まで 各階

京都西陣帯まつり
●11月14日（水）～27日（火）
●8階呉服特設会場

e①〈渡文〉西陣 吉祥桧垣取文袋帯 518,400円
②〈となみ織物〉西陣 王朝錦袋帯・・・734,400円
ともに絹・その他繊維

帯の産地「京都 西陣」。
迎春、春の婚礼シーズンを控え、
格調ある西陣帯を200本取り揃えご提案します。
晴れやかな席に品格ある西陣帯はいかがですか。

迎春用品特集
●好評開催中! 12月30日（日）まで
●6階リビングフロア

11月15日（木）解禁!
ボージョレ ヌーヴォー販売会
●11月15日（木）から
●地下1階ラ・カーヴ

e桐のおもてなし重 朱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
天然木・繊維板、内側：ウレタン塗装、20×20cm

q〈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。

迎春のご準備に! 
ハイセンスなお重でいつもと違う
おもてなしをしてみてはいかがでしょうか。 ボージョレ地区の中でも、

より限定された特別な地区 
ボージョレ・ヴィラージュ地区の
自社畑で収穫された、
平均40年の高樹齢のガメイ種を
使用しており、より複雑な
味わいを楽しめます。

ペンクリニック（万年筆診断会）
●11月17日（土）午前11時～午後6時
　　　18日（日）午前10時～午後5時
●5階メンズファッションパーツ

①
②

いよいよクリスマス！ 準備を少しずつ始めて、
当日をむかえるのがクリスマスの醍醐味！
↑ツリー・・・・・・・29,700円 PE/PVC、高さ約150cm
オーナメントセット（ピンク＆ゴールド）・・・4,104円
■6階 スタイルコート＃6［11月14日（水）～20日（火）］
　6階 リビングステーション［11月21日（水）～12月25日（火）］ 11月14日（水）～12月25日（火） 各階

クリスマス気分を感じさせる「ニッセ人形」。
北欧ではお家に幸せをもたらすと言われている
ニッセ人形を多数集めました。
←ニッセ人形・・・・・・・・・・・・・・・・・各3,780円
袋を運ぶロバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,700円
フェルトツリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,620円
■6階 スタイルコート＃6［11月14日（水）～20日（火）］
　6階 リビングステーション
　　　［11月21日（水）～12月25日（火）］

玄関や室内の壁、ドアに掛けるだけで、
一気にクリスマス度アップ。
→①レッド＆ホワイトフラワーリース
・・・・・・・・・・・・1,620円 約直径24×8cm
②コットンフラワーリース
・・・・・・・・・・・・2,700円 約直径35×8cm
■6階 スタイルコート＃6
　　　［11月14日（水）～20日（火）］
　6階 リビングステーション
　　　［11月21日（水）～12月25日（火）］

↑〈シュタイフ社〉
青のダッフルコートに赤い帽子が特徴的な大人気のパディントンが
ぬいぐるみで登場。一度見たら目が離せない可愛らしさです。
①パディントン ベア・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円 約28cm
クラブ会員のみ案内された特別なベア。通常限定品よりもさらに
珍しいベアを今回特別にご用意いたしました。
②25周年限定ベア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円 約24cm
③20周年限定ベア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円 約24cm
EVENT テディベア フェスティバル
●11月14日（水）～20日（火） ●6階リビングステーション
〈Lapis Bear〉松永あかねさんによるベア製作ワークショップ
◎参加費/5,400円(講習・材料代込み) 
※随時受付、先着30体限り/お一人さま1体限り。 ※ご予約優先。
ご予約・お問合せ TEL/052-252-3047 担当/後藤・安井

祖父江加代子さんによる
テーブルコーディネート体験教室
●11月17日（土）・23日（金・祝）～25日（日）
　各日午前11時～・午後2時～
●6階ヤマギワ ホーム
※各回5名さま限り。※11月17日（土）は午後2時からのみ。
◎体験レッスン費/4,320円
〈ヤマギワ ホーム〉のグラス小物を使って
テーブルコーディネートを体験いただきます。
ご予約・お問合せ TEL/052-252-1671

クリスマスの準備は飾り付けから・・・ 心弾む気分で毎日が楽しい。
ツリー、リース、かわいい雑貨でクリスマスを盛り上げよう♪

英国発、ラグジュアリーかつ機能性に優れたリアルバッグ
〈ベル＆フォックス〉。現代女性のため、かっちりしすぎない、
スタイリッシュかつ実用的なバッグや革小物をお届けします。

→〈ベル＆フォックス〉
ダブルクラッチ・クロスボディ 2点セット・・・30,240円 
牛革、ラージクラッチ：W25×H16.5cm、
スモールクラッチ：W21×H14.5cm

従来のシリーズよりサイズアップし、バッグの背面に
ポケットをプラスしたチェーンバッグ。シルバーやゴールドは
クリスマスのハレの日におすすめです。全5色にて展開。
↑〈アンテプリマ/ワイヤーバッグ〉
LUCCHETTO・・・・・・・・・・・各52,920円 
PVC、W20×H16×D4cm
■1階 ヌーベルバッグ アンテプリマ/ワイヤーバッグ

クリスマスが待ち遠しい!
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気持ちの伝わるプレゼントを、
じっくり選べる今こそチェック。
早めの準備が大切です。

早めの準備で♡をGET!
贈
る

⇨〈オールセインツ〉
コート・・・・・・・・・68,000円
毛・ナイロン、S・M・L
※コート以外は参考商品です。
■3階 オールセインツ

⇦〈23区〉
ダウンコート・・・・・・・・・・・・52,920円
ポリエステル100％、
中わた：ダウン87％・フェザー13％、9・11号
■4階 23区

「 立体的で美しいシルエット 」
あたたかく軽量なイタリアンウールを使用した
アシンメトリーなコート。フロントのドレープ、
エレガントなショールスタイルが、より美しさを
引き立てるデザイン性のあるウール混コートです。

「 ステッチレスの高機能ダウン 」

「 フィンランドが誇る上質ダウン 」

Advanced Down System（ADS）を
使用したコート。特殊構造により、
軽く暖かく、ダウンが吹き出しにくく、
すっきりとしたデザインになっています。
休日のカジュアルスタイルから
ワンピースなどのエレガントスタイルまで
幅広いスタイリングを楽しんでいただける
大人フーデッドダウンコートに
仕上がっています。

⇨〈ヨーツェン〉
ダウンコート・・・・・・・・143,640円
ナイロン・ポリエステル、
中わた：ダウン90％・フェザー10％、S・M
■4階 ミグジュアリー

〈ルビー アンド ユー〉
フェイクムートンジャケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26,784円
ポリエステル100％、
フリーサイズ（M～Lサイズ相当）

ケーブルニットワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,144円
アクリル・毛、
フリーサイズ（M～Lサイズ相当）

1936年に誕生した約80年の歴史を持つ、
フィンランドの上質なダウンウエアブランド。
使用する羽毛は北極圏に生息する
ホワイトグースのみを使用しています。
厳選された羽毛を独自技法の洗浄で
不純物を取り除くなど、徹底した
品質管理で、ダウンコートを
作り上げています。

〈ルビー アンド ユー〉POP UP SHOP
●11月14日（水）～20日（火） ●3階リ・スタイルTOKYO

ディレクター “AMO” LOOK BOOK お渡し会
●11月18日（日）午後2時から ●3階リ・スタイルTOKYO
下記期間中、10,800円以上お買いあげでご希望の方に整理券をお渡しいたします。
◎11月14日（水）～17日（土）：先着80名さま
◎11月18日（日）イベント開始まで：先着20名さま
※整理券がなくなり次第終了とさせていただきます。※詳細は係員にお問合せください。

※12月21日（金）～23日（日・祝）は全館午前10時ー午後8時 
※12月31日（月）は全館午前10時ー午後6時

※2019年1月1日（火・祝）は店舗休業日 
※2019年1月2日（水）は全館午前9時30分－午後7時30分

飾
る

名古屋栄三越初登場

クリスマスギフト鉄板アイテムのネックレス。スターやフラワー、天然石など
洋服のコーディネートに最適なデザインを取り揃えております。
→①〈サマンサティアラ〉ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35,640円 
K10YG、シェル・タンザナイト・その他、チェーン長さ：約40cm
②〈スタージュエリー〉ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49,680円 
K18YG、アクアマリン・ダイヤモンド、チェーン長さ：43cm
③〈ヴァンドーム青山〉2WAYネックレス・・・・・・・・・・・・・・・54,000円 
K18WG、ダイヤモンド、チェーン長さ：約41cm
■1階 アクセサリー

※料理はイメージです。

ペンドクター仲谷氏が無料でお客さまの万年筆を
診断いたします。「なんだか調子が悪い」といった
理由でしまい込んでいる万年筆はございませんか。
プロのペンドクターにお手入れいただく絶好の
機会です。また、万年筆のメンテナンスとしても
ご利用いただけます。
※料金が発生する場合は、予めペンドクターから
　ご相談させていただきます。
※モンブラン以外の万年筆が対象。お一人さま2本まで。

EVENT 
〈ベル＆フォックス〉
ポップアップショップ
●好評開催中! 11月20日（火）まで 
●1階ハンドバッグ プロモーション

顔色を華やかにする
ピアス・イヤリング。
地金タイプやループ使い、揺れる
チャームなど、バリエーション豊富です。

←①〈テイクアップ〉ピアス
・・・・・・・・・・・・・18,360円 K18/K10YG、クオーツ、トパーズ

②〈アガット〉イヤリング・・・・・・・・39,960円 K10YG、Sil、ダイヤモンド、アイオライト
③〈ヴァンドーム青山〉ピアス・・・22,680円 K10YG
■1階 アクセサリー

お歳暮ギフトセンター ●12月20日（木）まで 
●7階お歳暮ギフトセンター〈最終日午後6時終了〉  

約1,000品目が全国送料無料!!約1,000品目が全国送料無料!!

※一部対象外のエムアイカードがございます。 ※ポイント率は、前年の年間お買いあげ額によって異なります。

さらに、     マーク商品はエムアイカードご利用で ポイント５・８・１０％

※12月21日（金）～24日（月・振休）は
　8階ギフトサロンにて承ります。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。
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機能的かつ個性的なデザインが特徴の高品質ダウン。
暖かさを保ちながら、体にフィットするラインが美しい、
デザイン性の高いダウンウエアです。
⇧〈スノーマン〉ダウンコート・・・・・・・・・・・・・52,920円 
本体：ナイロン100%、中わた：ダウン90％・フェザー10％、S・M
■3階 リ・スタイルTOKYO

上質なウール素材とシャイニーナイロンの
コンビネーションがクールなウインタージャケットコート。
注目は内側に取り付けられた取り外し可能な
パテッドライニング。他とは一線を画すクールな
コートはこの冬大活躍。
⇧〈ディーゼル〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,200円 
毛・その他繊維、中わた：ポリエステル100％

シャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,000円 綿100％
デニムパンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51,840円 
再生繊維（リヨセル）・その他繊維
■5階 ディーゼル

ほっそり見える身頃には
スカート風に切り替えた
ギャザーがついていて
愛らしさを演出しています。
⇨〈PCI〉
ダウンコート
・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円から 
ポリエステル100％、
中わた：ダウン70％・フェザー30％、
120～160cm、レディスM
■7階 PCI

ふっくらと厚みのある二重織りウール混素材を使用したコート。
アームホールや身頃にゆとりを持たせているので、
中に厚手のニットを合わせてもスッキリ着られます。
⇧〈ヒューマン ウーマン〉コート・・・・・・・・38,880円 
毛・ナイロン、36・38　※コート以外は参考商品です。
■3階 ヒューマン ウーマン

着た時のラインがきれい。
そして、軽さとシワになりにくさを
兼ね備えた機能的なコートです。
⇦〈アーチ＆ライン〉
ロングコート・・・23,760円から 
ポリエステル100％、115～150cm、
1・3
■7階 アーチ＆ライン

異なる色のわたを調合して深みのある色合いを創り出しました。
ナチュラルで新鮮な大人のダッフルコート。
⇧〈K.T キヨコタカセ〉
コート・・・・・・・・・・・・・・・81,000円 アンゴラ・毛、9・11号　
セーター・・・・・・・・・・・27,000円 毛・アルパカ、9・11号
ニットスカート・・・・23,760円 毛・アルパカ、9・11号　■4階 コムサステージ

コムサフェア
●11月14日（水）～27日（火）
●4階コムサステージ/５階コムサステージメン/７階コムサ・フィユ
半期に一度のコムサフェア。
各ショップにて、新作や限定商品をご用意しております。

英国伝統のライディングアウターを現代的に
アップデートした、リバーシブルキルティングブルゾン。
無地とカムフラージュ柄のリバーシブル仕様で、
オン・オフ兼用でお使いいただけます。
⇧〈マッキントッシュ フィロソフィー〉
キルティングブルゾン・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円 
ポリエステル100％、中わた：ダウン90％・フェザー10％
■5階 マッキントッシュ フィロソフィー

エレガントなシルエットのクラシックなローブコート。
正統派な着こなしも、さらりと羽織るラフな
着こなしもできる大人のコートに仕上がっています。
⇧〈アマカ〉
コート・・・・・・・・・63,720円 アンゴラ・毛、38・40
セーター・・・・・24,840円 毛・ポリエステル、38・40・42
スカート・・・・・・27,000円 ポリエステル・毛、38・40
■4階 アマカ

シューカウンセラー 
古山 智子

ファッションコーディネーター
大石 由美子

期間中、27,000円以上お買いあげの方に
「コムサフェア オリジナルグッズ」をプレゼント。
また、１１月14日（水）～18日（日）、23日（金・祝）～25日（日）の
8日間は、「ファイブフォックスメンバーズカード」の
お買いあげポイントを通常の3倍とさせていただきます。

特
典

MITSUKOSHI × SANYO　
サンヨー フェア ●11月14日（水）～27日（火） ●3階・4階・5階サンヨーショップ
今年のトレンドのコートアイテムが揃って登場。
今シーズン、コートの購入を考えている方に絶好の機会です。

01_〈フィットフロップ〉・・・・・・・・・・・・・・25,920円 牛革
02_〈UGG®〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円 羊革・その他
03_〈ジェオックス〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円 
　　　牛革・合成皮革・ポリエステル

   〈ジェオックス〉POP UP SHOP
   ●11月14日（水）～20日（火） ●3階スタイルコート＃3

04_〈コール ハーン〉・・・・・・・・・・・・・・・・・47,520円 牛革
05_〈ビルケンシュトック〉・・・・・・・・・・24,840円 牛革
06_〈ポールグリーン〉・・・・・・・・・・・・・・38,880円 やぎ革
07_〈ソレル〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円 牛革　
   〈ソレル〉フェア ●11月14日（水）～27日（火）

⇦ブーツ
■3階 婦人靴

ブーツのフィッティングや調整なども
お気軽にご相談ください!
靴の専門家
「日本整形靴技術協会会長」栗林薫さんと
名古屋栄三越シューカウンセラーによる

シューカウンセリング体験
●11月17日（土）
　午前10時30分～正午、午後1時～午後4時
●3階婦人靴
ご予約・お問合せ 
■ＴＥＬ/052-252-3611（3階婦人靴）

EV ENT

1777年創業の英国老舗高級手袋メーカー〈デンツ〉。
厳選された約18パーツを32工程もの作業を経て、
一つ一つ丁寧に作られています。
グローブの最高素材と言われるペッカリー素材は、
水汚れに強く、硬くなりにくい性質を持ち合わせています。
⇧〈デンツ〉
メンズペッカリーグローブ・・・・・・・各71,280円 
ペッカリー革、23・24cm相当
■5階 メンズファッションパーツ

羽織として使えて、いつものスタイリングの雰囲気を変えられる大判サイズの
カシミヤストール。スタイリングのアクセントにもなるボリューム感も魅力的。
柔らかくなめらかな肌触りで、つけていて心地の良いアイテムです。
⇧〈ジョンストンズ〉カシミヤストール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各66,960円 
カシミヤ100％、約70×190cm
■地下2階 ファッションパーツ

多くのセレブに
愛用されている
〈UGG®〉。
シープスキンを使った
あたたかみのある
グローブです。
⇩〈UGG®〉
婦人グローブ
①②・・・各18,360円 
③・・・・・・・・・19,440円 
いずれも羊革
■地下2階 
　ファッションパーツ

トレンドのドレープデザインが
程よいボリューム感を演出します。
〈スタッカート〉
ブーツ・・・26,784円 牛革

人気スタイリスト金子綾さんと
コラボしたストレッチブーツです。
〈ディアナドット〉
ブーツ・・・31,320円 羊革

インパクトのあるカラーブロックに
ハトメの飾りが効いています。
〈リーガル〉
ブーツ・・・27,000円 やぎ革

華奢でかわいいキトゥンヒールと
こぶりなフェイクパールがマッチします。
〈NT〉
ショートブーツ・・・28,080円 羊革

最上級の天然繊維だけを使い、上質な
ストールを生産しているスコットランドの
老舗生地メーカー。デザイナーと職人たちの
チームが伝統的な技術と、近代的な感覚との
バランスを追求し製作しています。鮮やかな
色合いは、ファッションのポイントになります。
⇩〈ベグ ＆ コー〉
マフラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各22,680円 
毛・アンゴラ、35×180cm
■5階 メンズファッションパーツ

①

②

③

「 ベルスリーブが新鮮なスタイリッシュダウン 」

「 キルティング＋リバーシブル 」 「 着こなしでいくつもの表情を 」

「 レイヤードデザインに注目 」

「 大人っぽく、愛らしい 」

「 ウールのようなあたたかさ 」

「 絶妙な配色と、この上ない着用感 」

「 あったか、もこもこブーツ 」

「 心地よい、抜群のフィット感 」

「 厚手のインナーも合わせやすいサイズ感 」 「 上質なアンゴラ混の美しい光沢と風合い 」
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06 07

素材・ディテイルであなたらしさのおしゃれを楽しむきれいめショートブーツ。■3階 婦人靴

コート選びの
ポイントをご紹介！

この冬のおすすめ

ブーツをご紹介！

ご予約優先

［対象ブランド］［3F］◎ブルーレーベル・クレストブリッジ 
　　　　　　　　  ◎マッキントッシュ フィロソフィー
　　　　　　［4F］◎アマカ ◎マッキントッシュ ロンドン

［5F］◎ブラックレーベル・クレストブリッジ 
　　  ◎マッキントッシュ ロンドン 
　　  ◎マッキントッシュ フィロソフィー ◎100年コート

 特典  期間中、お買いあげいただくと「サンヨーメンバーシップ」のポイントが2倍になります。※セール品は対象外。

ドレープ

ストレッチ

カラー
ブロック

キトゥン
ヒール

冬のおしゃれを思いっきり楽しむウインターブーツをピックアップ。足元をあたたかく包み込む
もこもこ感がかわいらしいボアブーツは、いつも一緒にいたい、この冬手放せない一足です。

デザイン、カラー共にバリエーションがある今年のコートは、ショート丈が豊富。 
定番の形は、今年らしいカラーでトレンド感をプラス。衿元や袖口のデザインにも注目です。


