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●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分
●1階～8階は午前10時－午後7時営業時間／

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

※12月30日（月）は地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンのみ午前9時開店（閉店時刻は通常通り）
※12月31日（火）は全館午前9時－午後6時 ※1月1日（水・祝）は休業日。　新春は1月2日（木）朝10時から営業。

三越 冬のクリアランスセールは1月2日（木）からスタートいたします。
※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。※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。

クリスマスフードフェスタ
●12月18日（水）～25日（水） ●地下1階食品フロア・1階星ヶ丘フードガーデン

ご家族・ご友人と一緒に食卓を囲んで楽しく、美味しいひとときを！

コクがあるのに軽い口当たりの生クリームとしっとりふわふわの
スポンジ。甘酸っぱい大粒のいちごを使用。
トナカイたちが雪原で戯れているような楽しくて華やかな
ケーキです。
r〈アンリ・シャルパンティエ〉
ザ・ショートケーキ（ノエル）・・・直径約12ｃｍ 1台 3,780円
■地下1階 アンリ・シャルパンティエ

照り焼きの甘辛がクセになる一品です。
e〈柿安ダイニング〉
九州産照り焼きコク旨チキン・・・・・・1本 1,181円
■地下1階 柿安ダイニング

仕上げ焼きには溶岩を使用し遠赤外線効果で
ふっくらとジューシーに焼き上げました。
r〈RF1〉桜島どりのもも肉ロースト・・・・1本 1,178円　
■地下1階 RF1

スモークの香りと濃厚なソースが生み出す味わい。
ピクルスの酸味と甘みがアクセント。
r〈RF1〉
クリームチーズソースで味わう 
スモークサーモンのサラダ・・・100gあたり 670円
■地下1階 RF1

e〈バンカレッラ ジョイア〉
伊達鶏モモ肉の
イタリアンローストチキン（骨無し）
・・・1枚 864円　■地下1階 フードコレクション

ホワイトチョコレートで包み込んだやわらかいフォルムの
チョコレートケーキです。ウォールナッツ（くるみ）入りの
チョコレートクリームをふわふわのチョコレートスポンジで
サンドしました。

e〈モロゾフ〉クリスマスグルノーブル（ホワイト）
・・・・直径約15ｃｍ 1台 1,620円　■地下1階 モロゾフ

ティラミスの美味しさはそのままに、
コーヒーの香りを引き立てて、
ティラミスクリームの口どけと、
ふわふわ感にこだわっています。
e〈シーキューブ〉
雪だるまのクリスマスティラミス
・・・・・・・・横幅約15.5ｃｍ 1台 1,620円
■地下1階 シーキューブ

ふんわりスポンジとくちどけのよいコクのある
生クリームに、フレッシュな苺を飾りました。
ホワイトチョコレートでできたツリーの前には、
小さなもみの木を持ったサンタ。
金色に輝く柊が彩りを添えます。
e〈ユーハイム〉
ショートデコレーション
・・・・・・・・・・・・直径約10.5ｃｍ 1台 2,700円
■地下1階 ユーハイム

e①〈ブルーノ・ミッシェル〉
キュヴェ アッサンブレ ブリュット
・・・・・（フランス・泡 白）750ｍｌ 5,500円
②〈ドメーヌ・ド・ラジャナス〉
ラ・プリンシポテ・ドランジェ 
ヴィオニエ
・・・・・・・・（フランス・白）750ｍｌ 3,520円
③〈エ・アルロー〉
ブルゴーニュ・オカ
・・・・・・・・（フランス・赤）750ｍｌ 4,070円
■1階 ルネ・デュ・ヴァン  
※20歳未満の方の飲酒は法律で
　禁止されています。

q〈オリーブマーケット〉
オリーブ2種・トマトの
マリネセット
1パック（各75ｇ） ・・・1,801円
■地下1階 フードコレクション

w〈シーフードファクトリー〉
北海道産4種チーズの
バジルソースピザ 1枚 1,581円
■地下1階 フードコレクション

w〈ヒッコリー〉
クリスマス限定ハンバーグ4個セット
・・・【100セット限り】1セット4個入 2,160円
■地下1階 三越+北野エース

e〈ケーファー〉クリスマス アソートセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1パック 1,620円　■1階 ケーファー

w〈ジョアン〉
①ベイクドポテトと
ゴーダチーズのお食事パン
・・・・・・・・1本 713円／1/2本 357円
②サンタさん
・・・・・・・・・・【各日20個限り】1個 281円
［午前11時焼き上がり］
③イベリコ豚ベーコンとポテトの
ブルギニヨンバター仕立て
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 303円
■1階 ジョアン

ショコラロールを切り株に見立て、クリスマスの
デコレーションをした限定のロールケーキです。
e〈農ブランド〉ブッシュドノエルロール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直径約17ｃｍ 1本 2,160円
■地下1階 フードコレクション

いちごの王様と呼ばれるあまおうを
贅沢に使い、中のクリームとの相性も
抜群のハナフル一番人気のタルトです。
e〈フルーツなかむら〉
クリスマスタルト
・・・・・・・・・・・直径約15cm 1台 4,320円
■地下1階 フルーツなかむら

q〈宮田精肉店〉
国産黒毛和牛マルシン（モモ）
ステーキ用・・・・・・・100gあたり 1,296円
■地下1階 宮田精肉店

w〈大彦〉
ノルウェー産スモークサーモン
・・・・・・・・・・・1個150ｇ入 1,404円
■地下1階 大彦

※写真は調理例です。

q〈魚忠 魚河岸寿司〉
ホシミツクリスマス限定寿司セット
【各日20折限り】1折2～3人前 3,564円
■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

※写真は調理例です。

クリスマスケーキ クリスマスチキン＆アラカルト

12/22（日）～25（水）の限定販売 12/23（月）～25（水）の限定販売

12/21（土）～25（水）の限定販売

12/21（土）～25（水）の限定販売

12/18（水）～25（水）の限定販売

12/20（金）～25（水）の限定販売

12/18（水）～25（水）の限定販売

12/18（水）～25（水）の限定販売

12/21（土）～25（水）の限定販売

12/22（日）～25（水）の限定販売

12/22（日）～25（水）の限定販売

12/20（金）～25（水）の限定販売

12/22（日）～25（水）の限定販売

ワイン・パン・オードブル

12/21（土）～25（水）の限定販売

鶏の旨味を引き出すため、特製醤油たれに
漬込み、ふっくらジューシーに焼き上げました。
e〈鶏三和〉香草美水鶏もも焼き（醤油）
・・・・・・・・・・・・・1本 1,016円　■地下1階 鶏三和
クリスマスに欠かせない定番商品。
外はサクッと中はジューシーに仕上げました。
w〈柿安ダイニング〉
みんなでワイワイ フライドチキン
・・・・・・・・・・・・・・・1個 341円
■地下1階 柿安ダイニング

生ハム＆テリーヌセット！

新たな4個セット！ 素敵な夜は赤身を
ステーキで楽しんで！

淡路島の
藻塩を使用！

お寿司で祝う
クリスマス！

食事にあわせて！

ワインで乾杯！

華やかな食卓に
もう一品！

東京・京橋の
本格イタリアンの
自慢の品

パーティに好適！
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※写真は調理例です。
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Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。

※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

迎春祭

リビング＆キッチン歳末　　　  セール
●12月18日（水）～23日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

年末年始の準備は
お早めに!

〈シモンズ〉特別販売会

暮らしのアイデア百貨市

〈クレイブ〉インテリアファブリックセール

神戸発アクセサリーショップ「ラフィア」から扇型の
フォルムがレトロな雰囲気の“センス”シリーズが新登場。

〈ラフィア〉期間限定販売会
●12月18日（水）～24日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

［商品の一例］
q〈信州木曽・
　  中村漆器店〉
①本ケヤキ羽反型汁椀
（小）・・・・・・・・・・・2,750円 
②羽反型雑煮椀 総朱
・・・・・・・・・・・・・・・・・3,630円

年末年始の食卓を彩る漆塗の箸、雑煮椀などを
各種豊富に取り揃えております。

〈信州木曽・中村漆器店〉特別販売会
●12月18日（水）～24日（火）
●7階エスカレーター前特設会場

qＳＡＮＯＥ（サノ）
フラワー
①しめ縄ぼたん
・・・・・・・・・5,280円
②しめ縄ピオニー
・・・・・・・・・8,800円

qアレンジメント「もえぎ」
・・・・・・・・・・・・・・・6,600円 高さ約25㎝

自然素材で作られた白い花「ＳＡＮＯＥ（サノ）フラワー」を
使用したしめ縄や、迎春アレンジメントをご用意しました。
ワークショップも
同時開催中です。

〈R-style〉期間限定ショップ
●12月18日（水）～24日（火）
●2階下りエスカレーター前特設会場

qセレモニー福袋【3セット限り/
9・11・13号各1セット】・・・・・・・・・55,000円 
［セット内容］◎アンサンブル ◎バッグ 
　　　　　 ◎ネックレス ◎コサージュ　
素材各種
※当選者には係員からご連絡をさせていただきます。

卒園・卒業を迎えるにあたり、
小物を含めたセレモニーセット
一式をご提供いたします。

q婦人服3点セット
・・・・・・・・・11,000円
素材・サイズ各種

［商品の一例］
q①モイスチャー
コントローラー
・・・・・・・・・・・・・・5,280円 30mL
②コリキュアーズバスソルト
・・・・・・・・・・・・・・1,320円 330g

お好きな「アウター」を1点、
「トップス」・「ボトムス」から
お好きなアイテムを
2点、組合せ自由で
合計3点お選び
いただけます。

おしゃれバイキング
●12月18日（水）～24日（火）
●3階エスカレーター横特設会場

q〈ポロ ラルフローレン〉
カジュアルソックス
・・・・・・・・・・・1,430円から
素材・サイズ各種

毎年人気のベアモチーフの靴下。
ベアの表情や細部まで表現されたモチーフは
毎年コレクションする方も
みえます。

クリスマスギフトセレクション
●好評販売中! ●6階ニューズスクエア 紳士靴下

79品目がお値打ちに！
欲しかった商品が購入できます。

プレゼントに最適なアレンジメントや
鉢植えなど多数取り揃えております。

〈坪井花苑〉クリスマスフラワー販売会
●12月18日（水）～25日（水） ●2階フラワーショップ

迎春用品・フラワー販売会
●12月26日（木）～31日（火）
　〈最終日午後6時終了〉
●2階フラワーショップ・
　地下1階地下鉄連絡口特設会場

セレモニー福袋限定販売 抽選申込
◎抽選申込期間：12月25日（水）～
　2020年1月5日（日）※1月1日（水・祝）は休業日。
◎申込場所：4階フォーマルサロン

〈ハウス オブ ローゼ〉
ウインターセール
●12月20日（金）スタート! ●7階ハウス オブ ローゼ

ハローキティ ワークショップ
●12月25日（水）～31日（火）、1月2日（木）～6日（月）
〈最終受付は各日午後6時、12月31日（火）午後5時、
1月6日（月）午後4時まで〉

〈LOVE DEKO〉スイーツデコ体験
●12月25日（水）～29日（日）、
　1月2日（木）～6日（月）
〈最終日受付午後4時まで〉

©1976, 1993, 1996, 2004, 2019 SANRIO CO., LTD．   APPROVAL NO. SP600597

中学生以上/6００円　3歳以上/３００円 
※2歳以下無料

入場料

●１２月２5日（水）～2020年１月6日（月）
●８階催物会場〈ご入場は閉場30分前まで〉
※1月1日（水・祝）は休業日 
※12月31日（火）午後6時終了、1月6日（月）午後5時終了

三越 Ｍ ＣＡＲＤ、エムアイカード、伊勢丹アイカード、
エムアイ友の会カード、株主様ご優待カードのご提示で、ご本人さま
ならびにお連れさま1名さままで無料でご入場いただけます。

主催／中日新聞社
後援／名古屋市教育委員会、公益社団法人 名古屋市私立幼稚園協会
企画／株式会社サンリオ

◎素焼きの立体ぬりえ
・・・・・・・・・・・・1回 1,320円
小さなお子さまから
大人の方まで楽しめます！

◎参加費：880円から
すべてハンドメイドの
オリジナルパーツを使ったスイーツデコ。
冬休みバージョンも登場です。

※混雑状況により、入場を制限させていただく場合や、ベビーカーの
　入場をご遠慮いただく場合がございますので予めご了承ください。
※お子さま（小学生以下）のみでのご入場はご遠慮願います。

 キティちゃんと星ヶ丘三越が誕生して“45年”。 現在も世代を超えて愛され続けているキティちゃんと
星ヶ丘三越のアニバーサリーを記念して開催！ 日本各地の名所で“キティちゃん”と不思議な３Ｄ写真撮影や、
世界の名画に“キティちゃん”が登場したりと、ハローキティのアートの世界を楽しんでみませんか。

予
告

8階催物会場 特別イベント

※写真の品は
　各1,650円
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お正月を演出する迎春飾りは
華やかな雰囲気でお客さまを
お出迎えしてくれます。

↑迎春飾り
①千姫・・・・・・・・・3,960円 
約W16.5×H36.5㎝
②歌姫・・・・・・・・・2,640円 
約W15×H23㎝
■7階 リビングステージ

し
め
縄
・
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め
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り

2020年の干支 
子年の置物を
豊富に取り揃えました。

←薬師窯 
錦彩招福子（金運巾着）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円 
約W14×H12.5㎝
■7階 食器

正
月
飾
り
・
置
物

新年の食卓を華やかに彩る
重箱、屠蘇器を取り揃えました。

↑越前塗 三段重 5.5寸 白壇市松・・・・・・・36,300円 
天然木、漆塗装、W16.7×D16.7×H17.2㎝
越前塗 屠蘇器 白壇市松・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,900円 
屠蘇台：天然木、漆塗装、盃・銚子：木粉と樹脂の成型品、漆塗装、
W30.4×D21.3×H19㎝
■7階 食器

重
箱
・
屠
蘇
器

●好評開催中! 
　12月31日（火）まで 
●各階〈最終日午後6時終了〉

q〈シモンズ〉
シングルベッド
・・・【1０点限り】各120,001円
Ｗ98×Ｌ201×ＨＢ85㎝

  2台同時購入は
  特別価格 200,000円

q〈クレイブ〉
①ムートン
シートクッション
【5０点限り】
・・・・・・・・1,650円
約43×43㎝
②ムートンスリッパ
【2０点限り】
・・・・・・・・・・3,300円 
③ムートン
ロングシートクッション
・・・・【1０点限り】14,080円
約50×150㎝

※写真はイメージです。

※半月膳はイメージです。

同 時 開 催

［商品の一例］
r①エアリーゼフライパン（20㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,045円から
②IH対応卓上鍋（24㎝）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,520円から
③2WAYルームマグ（180ml）
・・・・・・・・・・・・各2,640円

q〈ウチノ〉トイレマット各種
・・・・・・・・・【1０点限り】各2,310円
ポリエステル100％、約60×60㎝
※フタカバー、ペーパーホルダーも
　ございます。

wベルギーカーペット各種
・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】33,000円
レーヨン60％・綿40％、約195×250㎝

12月18日（水）オープニングサービス

w〈フィヨルド〉
リクライニング
チェア【3点限り】
・・・・99,800円
牛革、木部：ラバーウッド
Ｗ75×Ｈ100×Ｄ83～117㎝

q〈365メソッド〉
ホーロー
オーブンディッシュ 
レクタングル浅型3点セット
・・・【20セット限り】3,850円 23×14.2×4.5㎝

年末のお客さま用に！

さらさらとした踏み心地が特徴です。

新年に向けての買替に！

年末年始のキッチンを快適に！

毎日使うものだからこそ、
この機会に見直してみてください。

あったかインテリアで
冬仕様に模様替え。

暮らしに役立つアイデアグッズが大集合！
年末のお掃除便利グッズも多数
取り揃えております。

予 告

　〈ウチノ〉
高吸水デコボコマット各種
・・・・・・・【15点限り】各2,640円
アクリル100％、約50×70㎝

q

q〈ラフィア〉
イヤリング・・・4,180円 
ネックレス・・・8,800円
長さ約55㎝＋
アジャスター5㎝、
ともに合金、真鍮にメッキ、
ガラスダイヤレーン

eスリッパ各種
・・・・・・・・【4０点限り】各1,100円
素材各種

暖かく、しかも可愛い！

q〈西川〉羽毛掛ふとん
・・・・・【1０点限り】各38,500円
ふとんがわ：綿65％・
ポリエステル35％、
詰物：ダウン90％・フェザー10％
（ウクライナ産シルバーグース）、
1.2㎏、150×210㎝


