
同時開催 新しい感性と暮らしの品

『 彫金師 史郎 』 地金を造形し、
彫り、磨いて仕上げる。
伝統技法を用いながら
日常使いを意識した
金工アクセサリー。

ゆらゆら桜 特 リング 
51,840円 
Ｓｉｌ950/Ｐｔ900、
インカローズ

『 靴 Logi 』 猪や鹿の革を使い、
素材の個性をデザインに
いかした革小物。

イノシシ革
ラウンドジップ財布 
37,800円 
猪革/牛革、
Ｗ20×Ｈ9.5×Ｄ2ｃｍ

『 Calm Glass 』 光と影に触発され
バーナーワークで
作り出される
ガラスオブジェと
アクセサリー。

オブジェ Galaxy 
97,200円 
ガラス、オパール、
直径約7ｃｍ
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北海道 brongel［革バッグ・革小物］■初出店
青森 工房なるみ［ひば細工］
岩手 久慈琥珀［琥珀］
宮城 千 松々商店［鯨歯工芸］■初出店
宮城 雄勝石ギャラリエ［雄勝石絵］
群馬 うみまゆ［シェルアクセサリー］■初出店
埼玉 永倉正三商店［箒］
東京 平田袋物工芸［ビーズバッグ］
東京 中澤鞄［皮革鞄］
神奈川 ユトリ☆ヴレ［ロボピース］
新潟 河清刃物工業［ノミ・彫刻刀］
※包丁の研ぎ直し（1,080円）承ります。

新潟 日本ヒスイ鉱業［翡翠］
長野 丸嘉小坂［漆器・漆家具］

岐阜 NEIGHBOR&CRAFTSMAN
       ［精密金属製品］■初出店
愛知 木桶の栗田［桶］
三重 藤岡組紐店［伊賀組紐］
三重 アルコイリス［真珠］
京都 辻和金網［京金網］
京都 ふとん工房はせ川［京の真わたふとん］
京都 つえ屋［杖］
京都 西陣せがわ［経錦織裂地］
京都 柿渋Houseみます
　　 ［京・山城 柿渋染寝具製品］
大阪 工房かよ［ビスク文楽］
大阪 天然石工房JIJI［天然石アクセサリー］
大阪 アバンドール［ハンドメイド婦人服］

大阪 羽倉 正
　　 ［手びねりフクロウ陶置物］■初出店
兵庫 変［彫金腕時計］
和歌山 アトリエ洋子［パッチワーク＆ニット］
島根 高橋鍛冶屋［鉄の民芸品］
岡山 高城染工［藍染め］
広島 尾道帆布 彩工房［帆布バッグ］
広島 魁栄堂［熊野筆］
福岡 山ぶどうのかごや
　　 ［かご･小物･アクセサリー］
熊本 アミアーム［藍染ニット］■初出店
宮崎 梅里竹芸［竹家具］
鹿児島 創作竹芸とみなが［竹細工］
鹿児島 重田絹織物［本場奄美大島紬］

櫛の歯1本1本に思いを込め何千回も磨く。
櫛造りで一番大事な作業にトクサを使用することにより、
通りがよく静電気の起こりにくい櫛ができるのです。
今回の作品は髪が長く細めの方にお使いいただける
細歯と持ち応えがよく、携帯用としても
最適な中歯の櫛です。

櫛留商店 愛知

↑手編みコンビリング
・・・・【受注生産】216,000円 
Ｐｔ900/Ｋ18、幅約7㎜
※18号サイズ以上は別料金となる
　場合がございます。
※商品のお渡しは約2カ月後。

手編み立体イヤリング
・・・・・・【1点限り】216,000円 
Ｋ18、約6×12×19㎜
手編みひし形ペンダントトップ
・・・・・・・・・【1点限り】81,000円 
Ｋ18、約20×30㎜

檜垣彫金工芸東京

しぶし珊瑚鹿児島

幸工芸の箸置セットなどが当たる!

日光や東京

→手編みシルバーリング
・・・・・・【5点限り】27,000円 
Ｓｉｌ、約幅7㎜

檜垣彫金工芸東京

←鼈甲メガネチェーン
・・・・・・・・・【5点限り】16,200円 
鼈甲、約長さ60ｃｍ

江戸鼈甲屋石川東京

→赤珊瑚デザインネックレス
・・・・・・・・・・【10点限り】10,800円 
Ｋ14ＷＧ/Ｓｉｌ、珊瑚、
ブラックスピネル、長さ約42～47ｃｍ

「全国職人の技展」期間中、7階催物会場にて10,800円以上（レシート合算可）お買いあげで
1回抽選会にご参加いただけます。※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

17世紀初め、南部藩が京都から茶釜職人を
招いたのが始まりとされている南部鉄器。
繊細な鋳肌と重厚な味わいがあり、
使い込むほど味がでる逸品です。
今回の作品は現代の名工 佐藤勝久作の
作品で繊細なカットの模様になっています。

←広口 丸型 桜・・・【2点限り】81,000円 
鉄、容量約1.5Ｌ

幸工芸岩手

木地表面に和紙を張り、
漆塗りに仕上げることで微妙な
濃淡のある表情に仕上がりました。

→100巾胴厚総桐チェスト 
漆和紙肌塗り
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648,000円 
総桐、漆塗装、
Ｗ100×Ｄ45×Ｈ82ｃｍ

田中家具福島

上質の馬の尾毛を使用しているため
カシミヤなどのデリケートな素材にも
ご使用いただけます。
毛足も38㎜あり、丈夫な手植え
製法のブラシです。

→洋服ブラシ 手植えカシミヤ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円 
天然木、ブラシ長さ28.5ｃｍ、馬毛、毛足3.8ｃｍ

ブラシの平野東京 お念珠一筋300年を超える安田念珠は数珠のことを
「念珠」とよびます。そこにはただ玉を連ねた道具ではなく
人の想いを掛けるものであるという気持ちが込められて
いるのです。今回の作品は美しいカットを施した水晶を
女性二輪念珠に仕立て、玉もボリュームを持たせた
贅沢な仕様になっています。

↑水晶みかん玉切子 女性用二輪
（かがり念珠袋付）・・・・・・【10点限り】34,560円 
水晶、主玉約5×7㎜

安田念珠店京都

三紅東京

和布にひと針ひと針丹念に刺子を施し
個性的に仕上げた一着。
着るほどに愛着の増す創作服です。

→紬刺子ワンピース
・・・・・・・・・・・【1点限り】270,000円 
絹100％、
フリーサイズ（Ｍ～Ｌサイズ対応）

アトリエ婆沙羅広島

軽くてゆったり、らくらくシューズ。底にエアー
クッション装着でさらに履きやすくなりました。

→浅草牛革ウォーキング4E各種
・・・・・・・・・・・・各 5,940円 牛革、22～24.5ｃｍ

浅草コレクション東京

底のファスナーでマチを広げられて調節できる
仕様になっています。

↑ショルダーバッグ・・・・・【2点限り】52,920円 
表：印傳（鹿革にウルシ仕上げ）、
裏：牛革・レーヨン、
Ｗ26×Ｈ19×Ｄ4（最大10）ｃｍ

手編みジュエリーは18金やプラチナ・銀などの貴金属を線状に加工して
手作業で編み上げる独自の編込み技術です。今回の作品は2種類の異なる18金線を
編み上げてひし形のデザインに仕上げたペンダントトップや立体的にデザインした
イヤリングとプラチナと18金線を編み込んだリングです。

↑つげ とき櫛 細歯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2点限り】118,800円 
つげ材、約17.5×4×1ｃｍ　※櫛袋2,484円。

つげ すす櫛 中歯・・・・・・・・・・・・23,760円 
つげ材、約10.5×4×1ｃｍ　※櫛袋1,404円。

←クロコダイル革小銭入れ
各種・・・【10点限り】各 4,968円 
　　　ワニ革（クロコダイル）、
　　　　約Ｗ7.5×Ｈ7.5ｃｍ

初出店

初出店

『Eternal Flow』
鞄工房
『Clappin Jam Wood』
木製スピーカー
『Happy dot』
リネンの服
『こじましほ』
おっさん雑貨とハンコ
『吉～kichi～』
古布リメイク服

『白木千華』陶芸

『Jewel.SY』
ステンドグラス
『YUJI ISHII』
金工ジュエリー
『ぶひ屋』布小物
『三州足助屋敷』
木の器とカゴ
『mossmile』苔テラリウム
『つくり屋ながるる』
うさぎ絵と木札
『Nozomu SHIBATA』
金属造形と錫の器
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　　 三越STOREアプリ 100円ご優待クーポン券をプレゼント!! 
1月23日（水）～27日（日）の期間中、7階催物会場内にて使える100円ご優待クーポン券をプレゼント!さらに会場内にて2,000円以上
お買いあげの方、先着300名さまに〈彩果の宝石〉フルーツゼリー（5個）もあわせてプレゼント。すでにご登録されている方も対象です!!

「全国職人の技展」お楽しみ抽選会開催

※写真は
　イメージです。



※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。　© 2019 ISETAN MITSUKOSHI

冬の　　 感謝祭
宮田精肉店 魚忠 活きな寿司

23日（水）オープニングサービス＆特別提供品

感謝の気持ちを込めての
特別提供!
q国産黒毛和牛
サーロインステーキ用
【お一人さま3枚限り/300枚限り】
・・・・・・・・・1枚180g 1,080円
（100ｇあたり600円）

上質な飛騨牛の赤身肉をご用意!
●岐阜県産飛騨牛Ａ4モモすき焼き用
・・・【各日20kg限り】100g 1,080円　■地下1階 宮田精肉店

〈ピカソ〉三越栄店5周年特別企画

熟成まぐろの切落しやタタキなどが
入ったまぐろ丼。
r熟成まぐろ丼
・・・・・・・・・・・・・・【各日30折限り】1折 594円
■地下1階 魚忠 活きな寿司

「冬の食品感謝祭」期間中、全品特別価格でご提供いたします。
また、1,000円以上お買いあげの方に〈ピカソ〉3店舗（三越栄店・本店・鶴舞店）でご利用いただける
「200円（50円×4枚綴）割引クーポン券」をプレゼント。※詳しくは係員にお尋ねください。　　■地下1階 ピカソ

〈北野エース〉日替り感謝セール

名古屋栄三越の恵方巻
●ご予約受付：1月31日（木）まで 
●ご予約承り場所：地下1階鈴波
●ご予約分のお渡し場所：地下1階食彩広場

2月3日（日）は節分の日!

人気デパ地下ショップオリジナル恵方巻から料亭・老舗の恵方巻を取り揃えております。
q〈なだ万厨房〉海の幸 恵方巻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【160本限り】1本 2,268円

◎なだ万厨房 ◎古市庵 ◎柿安ダイニング ◎RF1
◎たもかみ ◎地雷也 ◎まつおか など

TOPICS

出品ブランド

世界最大級のチョコレートの祭典。日本では6都市、三越伊勢丹グループのみの開催。
名古屋では三越だけ!! 世界の人気ショコラティエが一堂に会する贅沢な16日間!!

一般のお客さまに先駆けて
1日
限り

●1月30日（水）～2月14日（木） ●7階催物会場

2019 三越のバレンタイン
●1月23日（水）～2月14日（木） ●各階

感謝の気持ちを届けに飛び立つハートをイメージしたボックス。
ビターチョコレートとミルクチョコレートのパレ5枚入り。
←〈ジャン＝ポール・エヴァン〉
サック バゲット パレ 5枚入 クール エレ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 1,728円
■地下1階 ジャン＝ポール・エヴァン

ピエール・エルメならではの独創的なショコラの
ガナッシュを挟み込んだ、さまざまなフレーバーを
中心に6種のマカロンを鮮やかな色合いの
限定BOXに詰合わせました。
→〈ピエール・エルメ・パリ〉
マカロン 6個詰合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 2,700円
［ショコラ アメール、モガドール、アンフィニマン ピスターシュ、ジャルダン スクレ、
   ショコラ アンフィニマン ヴァニーユ、クロエ 各1個］　■地下1階 ピエール・エルメ・パリ

想いを寄せる大切な人に贈る
バレンタインギフトをご提案いたします。

サロン・デュ・ショコラ2019
～パリ発、チョコレートの祭典～

●1月23日（水）～29日（火） 
●地下1階食品フロア

●〈アマノフーズ〉フリーズドライみそ汁・・・・【各日100個限り】よりどり12個 1,080円23㊌・27㊐

●〈ＭCＣ〉スープ6点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50セット限り】1セット 1,080円24㊍・28㊊

●〈北野エース〉エースお菓子詰合せ（3種）・・・・・・・・・・【各30袋限り】1袋 各 1,080円26㊏
■地下1階 北野エース

今年の恵方は
東北東

人気の商品を
日替りでご提供!
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クリアランスセール対象外だった商品もいよいよマークダウン!  再値下げ商品をはじめ、この時だけの特別提供品を含めたファイナルセールを開催!!

●1月23日（水）～2月5日（火） ●各階プレミアムウインターバザール

各階からもお買得品を大提供！ 特 別 提 供 品

羊革を使用した本物志向の婦人手袋!
　婦人革手袋各種
【50点限り】
・・・・・・2,160円均一
羊革
■地下2階 
ファッションパーツ

今から春までお使いいただけるカジュアルバッグや
エキゾチックレザーバッグを特別価格で
バリエーション豊富に取り揃えました。
rカジュアルバッグ各種 【30点限り】5,400円均一 
素材各種　■1階 ハンドバッグプロモーション

9～15号サイズを
豊富に取り揃え!
q婦人水着各種
【80点限り】
・・・・・・・・・・・・4,320円
素材各種、9～15号
■3階 スイム＆フィットネス

セレモニーシーズンを前に卒入園や
フォーマルの場に最適なパールをお値打ち価格で!
　〈三越特選パール〉
アコヤパールネックレス・イヤリング2点セット
【3セット限り】
・・・108,000円
N：Sil、7.0㎜玉、
長さ42ｃｍ、
E：K18WG、7.5㎜玉
■6階 
ウオッチ＆ジュエリー

レディスファッション レディスファッション

ジュエリーセールスイムウエア
セール

カジュアルバッグセール婦人手袋セール

冬物寝具均一セール
新生活で使える寝具を特別提供。
●〈東京西川〉羽毛掛ふとん（グースダウン使用）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】37,800円
●〈東京西川〉真わたハーフケット・・・【4点限り】21,600円

柔らかなガーゼと伊勢木綿生地を使用した
レトロなデザイン。
●掛ふとんカバー・パッドシーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【15点限り】5,400円均一
●ピローケース各種・・・・【25点限り】2,160円均一
　　　　　　　　　　　　　　　　  　 ■6階 快眠寝具

キッチン用品・食器均一セール
フライパン、鍋からケトルなど買い時が替え時です。さまざまなアイテムをご紹介!
●フライパン・鍋などキッチン用品各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円均一 ■6階 キッチン用品
飯碗・湯呑から使い勝手のいい小鉢など。新生活のご準備にもいかがですか？
●飯椀・湯呑など食器各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円均一 ■6階 食器

メンズファッション

食品

WEBカタログが
ご覧いただけます。

エムアイカード・エムアイ友の会カード・
株主様ご優待カード会員の皆さまのための

特別ご招待日 1月29日（火）

1/23（水）
1日限り

お渡し日等、詳しくは名古屋栄三越ホームページをご覧ください。

q

※3階スタイルコート＃3にて開催。

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。

1/29㈫
まで

1/29（火）まで

予告

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
2種類のお得なクーポン券をプレゼント!  ※すでにご登録、設定されている方も対象です。※ご利用条件がございます。詳しくは係員にお尋ねください。
［クーポン内容］

※当日は会場入口にて三越のカードをご提示ください。ご入場は会員ご本人さまとご同伴の2名さまに限らせていただきます。
※三越STOREアプリ・名古屋栄三越LINE@会員の方はご本人さまのみご入場いただけます。

◀◀◀◀◀ 賢く使ってお得にお買物!  2種類のご優待クーポン券をプレゼント!! ▶▶▶▶▶

①プレミアムウインターバザール「300円クーポン券」 先着1,500名さま限り　②冬の食品感謝祭「200円クーポン券」 先着500名さま限り　
●引換期間：1月23日（水）～27日（日）※各限定数に達し次第、クーポン券への引換は終了させていただきます。●引換場所：7階催物会場内特設カウンター
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