
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。
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〈シア〉New Year アレンジメント
●12月17日（水）～23日（火・祝） 
●1階シア

〈ハロッズ〉期間限定販売
●好評開催中! 12月25日（木）まで 
●1階ライオン玄関口特設会場

〈ドクターシーラボ〉アクアコラーゲンゲル 
エンリッチリフトＥＸスペシャル
12/19(金)から数量限定販売
●1階ドクターシーラボ

ラグジュアリー
レディスコート特集
●12月17日（水）～23日（火・祝） 
●4階エスカレーター横特設会場

〈トップドライ〉ゴアテックス®
機能ブーツ素材体験会
●12月17日（水）～23日（火・祝） 
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

〈ミスキョウコ〉期間限定販売
●12月17日（水）～23日（火・祝） 
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

年末年始のご準備は

お済みですか。

Hoshimitsu
ファミリークリスマス

at home

2014
星ヶ丘三越

クリスマスイベント

12月17日（水）～25日（木）
各階 パパへ

親子で

お子さまへ

EVENT

クリスマスオーナメントや柊などが描かれた
この季節にぴったりなバッグです。
q〈ハロッズ〉トートバッグ
「クリスマスベア」
①・・・・・・・・・・・・・・・3,996円 
約Ｗ25×Ｈ25×Ｄ10.5㎝
②・・・・・・・・・・・・・・・4,644円 
約Ｗ38×Ｈ26×Ｄ10.5㎝
ともに綿100％、
塩化ビニル樹脂コーティング

カシミヤやファーなど高級素材を
使用したラグジュアリーコート。
冬の装いがランクアップします。
qミンクファー付カシミヤコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】216,000円
カシミヤ100％、ファー部分ミンク、Ｌ

通販やテレビショッピングでおなじみの“ミスキョウコ”。女性視点
から見たこだわりやコンフォート性を重視した快適さが人気です。 防水性、透湿性に優れたゴアテックス®

ファブリックスを採用。
水に浸しながら防水性の良さを
実際にご体験いただけます。

乾燥しやすい冬季に合わせた
濃厚な使用感でハリと
潤いあふれる肌に仕上げます。
q〈ドクターシーラボ〉
アクアコラーゲンゲル 
エンリッチリフトＥＸスペシャル
（50g）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,400円

“シア”オリジナルの
フォトフレームを使用した
星ヶ丘三越限定の
お正月アレンジメントです。
q〈シア〉
お正月アレンジメント
フォトフレーム
・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円
W18×H24cm
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w〈ミスキョウコ〉
①ブーツ・・・・・・・・・・・・・・・19,440円
牛革、22.5～24.5ｃｍ/4Ｅ
②③シューズ・・・・・各 14,688円
②牛革 ③豚革/合成繊維、
ともに22.0～24.5ｃｍ/4Ｅ

w〈トップドライ〉ブーツ
①・・・・・・・・・・・・・・・・・18,360円
②・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円
ともに人工皮革

歳末リビング＆キッチンセール
●12月17日（水）～ 24日（水） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

タオルお買得大放出!!

e①羽毛掛けふとん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1０点限り】54,000円
ふとんがわ綿・ポリエステル、詰物ダウン93％・フェザー7％（ウクライナ産
シルバーグース）、150×210ｃｍ、1.2ｋｇ

②〈有名ブランド〉アクリルニューマイヤー毛布各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2０点限り】10,584円
パイル糸（毛羽部分）アクリル100％、140×200ｃｍ

③ウール混パッドシーツ各種・・・・・・・・・・【2０点限り】5,184円
綿・その他繊維、100×205ｃｍ

e鍋各種・・・1,620円から
●すき焼き鍋 ●寄せ鍋 
●洋風鍋 ●ちゃんこ鍋 他
その他、数多く取り揃えて
おります。

枝木のカットや果実の収穫に。
　〈ツヴィリングＪ.Ａ.ヘンケルス〉
園芸ハサミ
【200点限り】
・・・・・・・・・1,080円
全長17cm

カラフルな5色をご用意。インテリアに合わせて。
q〈カリタ〉
コーヒーメーカー
「カフェコローレ」
【25点限り】

・・・・・・・各 2,268円
型番Ｖ-102、Ｗ16.7×Ｄ19×Ｈ24ｃｍ、0.52ｌ、消費電力650Ｗ

　〈パンジー〉
婦人室内履各種
【30点限り】
各 1,944円
素材・サイズ
各種

qベルギー
カーペット
【20点限り】
・・・10,800円
レーヨン・綿、
約185×185ｃｍ

●今治タオルなど日本製タオル詰合せお楽しみ袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】2,700円特 別 提 供 品

eトイレタリー4点セット各種・・・・・【30セット限り】各 2,160円
［セット内容］
◎トイレマット ◎洗浄・暖房用フタカバー ◎ペーパーホルダー ◎スリッパ
いずれも素材各種

eムートン
①ロングシートクッション・・・・・・・15,552円 約45×135ｃｍ
②シートクッション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,184円 約45×45ｃｍ
③フリース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円 約60×120ｃｍ
いずれも羊毛皮

④ゴブラン織クッションカバー各種・・・・・・・・・・・・・・1,080円
ポリエステル・綿、約45×45ｃｍ ※中身は別売りとなります。

コーディネートしやすく、自分らしさを演出できる
クリスマスプレゼントに最適なアイテムです。
▲〈スワロフスキー〉スレークブレスレット
・・・各 14,796円 合成皮革、クリスタルガラス、全10色
■2階 スワロフスキー

美しい
ホワイトクリスマスの
世界が一冊のしかけ絵本になりました。
▲ホワイトクリスマス・・・・・・・・・1冊 1,620円
作デビッド・ペルハム 訳きたむらまさお
■5階 児童図書「ブックス ザ・リブレット」

「家でもオシャレにあったかく」。
モコモコな肌触りに夢中に
なりそうなリラクシングウエアと
今年トレンドの迷彩柄の
ルームシューズ。
▲〈イータ〉
リラクシング
トップス・ボトムス
・・・・・・・・・・・・・・・・各 10,692円
ポリエステル100％、Ｍ・Ｌ
〈Ｎプラッツ〉
ルームシューズ・・・3,780円
表・裏地ポリエステル100％、26ｃｍ
■6階 ニューズスクエア 
　肌着・ナイティ・靴下

「親子でお揃い」。
親子で着用いただけます。
うれしいけど、照れくさい。
あたたかな思い出になるクリスマスを。
◀〈コムサイズム〉
お揃いニット
（大人用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円
アクリル・その他繊維、Ｍ・Ｌ
（こども用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,780円
アクリル・その他繊維、100～130cm

こども用帽子・・・・・・・・・・・・・・・2,700円 
アクリル100％、52～54cm
■2階 コムサイズム

お洒落が気になる忙しいパパへ、
気の利いたちょっとしたプレゼント。
ポケットチーフをたたんで入れて
いるように見え、リバーシブルで
お使いいただけます。
▼〈フィールドドリーム〉
カード型チーフ・・・・・・各 2,052円
素材各種　■2階 フィールドドリーム

「もっとリアルにクリエイティブに」。
自由に組み上げることができるナノブロック。
凸部分が低いので「組みやすく、外しやすく」
遊びやすいのが特徴です。
◀〈ナノブロックプラス〉 
ベーシックセット・スタンダード
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円
対象年齢5歳以上
■5階 おもちゃ

香りと質感を
楽しむ6種の
ボディオイルセット。
心地よい香りとともに
つやめくハリのある肌へ。
日頃の感謝を込めて
ママに
リラックスタイムを。

ママへ

円で考える「3Ｄパズル」。
さまざまなカタチのブロックを使って
円を中心にタワーを完成させます。
小さいお子さまから大人まで
楽しむことができます。
▶3Ｄパズル・ロジックタワー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
木、対象年齢8歳以上　■5階 おもちゃ

サンタをさがそう！
クリスマススタンプラリー
●12月20日（土）・21日（日）・23日（火・祝） ●5階・6階・7階フロア
　各日午前11時～午後5時
各階の「サンタ」をさがしてスタンプを3個集めてプレゼントをもらおう！
◎プレゼントお渡し場所 5階こども服中央レジカウンター
※スタンプカードは5階上りエスカレーター横よりお持ちください。

サンタに届け！
ホシミツキッズのお願い
●12月17日（水）～25日（木）
●1階ピロティ/5階・6階フロア
「サンタ」さんへのお願いごとを
ツリーに飾って願いを届けよう！

▲〈ヴェレダ〉
ハーバルオイルコレクション・・・・・・・・・・2,700円
[セット内容]
全身用トリートメントオイル 
◎ラベンダーオイル10ｍｌ 
◎ワイルドローズオイル10ｍｌ 
◎ざくろオイル10ｍｌ 
◎シトラスオイル10ｍｌ

ボディマッサージ用オイル
◎アルニカマッサージオイル10ｍｌ
◎ホワイトバーチボディオイル10ｍｌ
■2階 アーバンビューティー

お正月の料理に合わせた
「鍋」を揃えませんか？

鍋 特 集

※お電話でのご予約はご容赦ください。※三越 M CARD・株主ご優待カード等の割引ご優待はございません。
※予定数に達し次第終了とさせていただきます。詳しくは係員にお尋ねください。

厳選された高級素材オストリッチ革使用の
使いやすいセットです。

オストリッチ3点セット福袋
【3袋限り】50,000円
［セット内容］◎ハンドバッグ（Ｗ29×Ｈ22×Ｄ10.5ｃｍ）
◎ポシェット（Ｗ23×Ｈ16×Ｄ5ｃｍ）
◎長財布（Ｗ19×Ｈ10×Ｄ2.5ｃｍ）  いずれもオストリッチ革
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ・財布
※ご希望の方はその場でお持ち帰りいただけます。

ベッドは“シモンズ”製、ポケットコイルマットレス。
便利な引出付き。
羽毛ふとんは、“東京西川”の「日本製」!

〈有名ブランド〉ベッド＆羽毛ふとん福袋
【10袋限り】108,000円
［セット内容］
◎ベッド（シングル、引出付）
◎羽毛ふとん（ふとんがわ各種、詰物ダウン85％・
フェザー15％、150×210ｃｍ、1.2ｋｇ）
■8階 催物会場
※配送のみの承りとなります。（別途送料を頂戴いたします。）
※名古屋市内は年内お届け
　28日（日）指定のみで承ります。

快眠に大切な「敷きふとん」「枕」
「掛け寝具」の3点をセットにしました。

〈東京西川〉
健康は快眠から! 健康快眠福袋
【10袋限り】80,000円
［セット内容］
◎健康敷きふとん（ソフトまたはハード）  
◎専用シーツ（3色から選択）　
◎枕（3つの高さから選択） 
◎ピローケース（3色から選択）　
◎羽毛ふとん（ふとんがわ軽量生地使用綿・
ポリエステル、詰物ダウン93％・フェザー7％
［ウクライナ産シルバーマザーグース］、
150×210ｃｍ、1.1ｋｇ）
■8階 催物会場
※後日のお渡しとなります。

人気の“エルゴベビー”のベビーキャリアと
新生児からお使いいただける
インファントインサートをセットにした
星ヶ丘三越オリジナルセットです。

〈エルゴベビー〉
星ヶ丘三越オリジナルセット福袋
【10袋限り】14,364円
［セット内容］
◎エルゴベビーキャリア（シェブロンまたはブルーロータス） 
◎オーガニックインファントインサート（ベージュのみ）
■5階 エスカレーター前特設会場
※ご希望の方はその場でお持ち帰りいただけます。

年末年始に里帰りするベビーのための
ご準備にもぴったり。

〈カトージ〉ベビーベッド福袋
【10袋限り】12,960円
［組立式］
◎ベビーベッド（外寸W78×D124.5×H91.5cm） 
■5階 エスカレーター前特設会場
※配送のみの承りとなります。（別途送料を頂戴いたします。）

東京西川

“ルピシア”で人気のお茶を詰合せました。

〈ルピシア〉お茶の福袋
松【5袋限り】1袋10,800円
竹（5種）【80袋限り】1袋 各5,400円
梅（リーフティー・ティーバッグ各4種）
【130袋限り】1袋 各3,240円
■地下1階 ルピシア
※ご予約を承ります。
※お渡しは新春1月2日（金）
　以降となります。

新春福袋ご予約・販売会
●12月17日（水）・18日（木） 2日間限り  ●8階催物会場・各階

eキッチン雑貨各種・・・・・・・・・・・・・・・・・648円から
●保存容器 ●カッティングボード 
●水切りザル ●蒸し鍋 他

キッチンに役立つアイテムを取り揃えました。

迎春フェア
「新しい一年を迎える」 いい一年を

縁起の良い祝箸で
両端が細い祝箸は片方を
年神様がお使いになると
されており、食事をともにし
一年の恩恵を授かる意味も
込められています。

q祝箸各種・・・・・・・194円から
■7階 食器

※写真はイメージです。

受け継がれる「日本の伝統」
縁起の良い食材を詰め、喜びを重ねる重箱。
邪気を払い不老長寿を祈願するお屠蘇。
元旦の朝を日本の伝統的な器でお迎えください。

q越前塗 花丸蒔絵 三段重
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】84,240円 
天然木、漆塗装、19.7×19.7×18.1㎝

屠蘇器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】118,800円 
天然木、漆塗装
■7階 食器

慶びの日の玄関先に
年神様を迎える
神聖な場所を示すしめ飾り。
玄関やお部屋の扉など、
お好きな場所に飾り、
新年を迎える準備をしましょう。

q正月飾り各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円から 
※写真の品は5,940円　
■7階 食器

●好評開催中! 12月31日（水）まで 
●7階リビングフロア〈最終日午後6時終了〉

年末の大掃除に役立つアイテムなど数多く取り揃えました。
［同時開催］アイデアグッズバザール

e年末大掃除グッズ各種
［商品の一例］ ●おそうじフッキナー ●重曹 ●モップスリッパ 
　　　　　　 ●あかパックン ●窓びっクリーン 他

マザーグース使用
日本製

日本製

※写真はイメージです。
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シェブロン ブルーロータス

点で支えて
体圧を分散


