
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。
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4月22日（水）～5月10日（日） 各階

リバティプリントの
インナーがセットに
なったアンサンブルです。
〈ＴＷＯ：Ｃ〉
三越伊勢丹限定
アンサンブル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円
編地指定外繊維（リヨセル）・綿、
織地綿100％、38・40
■4階 ＴＷＯ：Ｃ

文人墨客に愛されてきた
京都・四条木屋町の
名店がお届けする
母の日のお祝い弁当です。
〈京都 たん熊北店〉
母の日弁当
【予約分を含め星ヶ丘店・
  栄店合計50折限り】
・・・・・・・・・・・1人前 3,996円
（17×17×6cm）×1段
◎お渡し日：5月10日（日）正午から
※消費期限：5月10日（日）午後9時

日頃の感謝を込めて
色鮮やかな御膳を
ご自宅までお届けします。
〈京都 京・料亭 わらびの里〉
母の日膳
・・・・・・・・・2人前 5,400円［送料込］
［（10.5×10.5×4.7cm）×2段］
×2セット+茶碗蒸し2個
◎お届け日：5月9日（土）・10日（日）

エプロンやバッグなど
花柄のアイテムを
取り揃えました。
〈フェイラー〉
サロンエプロン
・・・・・・・・・・・7,560円
綿100％、丈約45㎝
■7階 イベントスペース

ＥＶＥＮＴ
〈フェイラー〉似顔絵イベント
●4月22日（水）1日限り 午前11時～午後5時 ●7階イベントスペース
フェイラー商品を8,100円以上お買いあげの方、先着10名さまを
ご予約にて承ります。
●イベントのご予約・お問合せ：ＴＥＬ/052-783-0203

母の日感謝膳ご予約承り会  ●5月7日（木）まで ●地下1階サービスステーション

大人可愛い女性に向けて
「マタノアツコ」の
こだわりがつまった
パジャマです。
〈ワコール〉
マタノアツコ 
ナイトウエア
1・・・12,960円
2・・・11,880円
ともに綿100％、Ｍ・Ｌ
■3階 サロン・ド・ランジェリー

上質なインテリアファブリックに
優しい柄をあしらった2WAYバッグ。
2WAYハンドバッグ・・・・・・・・・各 9,612円
1Ｗ33×Ｈ23×Ｄ11㎝
2Ｗ30×Ｈ22×Ｄ9㎝
ともに素材各種、付属合成皮革、マスコットチャーム付
※商品により柄の出方が異なります。
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ
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名古屋コーチン卵と
国産米粉に、
たっぷりの蜂蜜を加えて
焼きあげたパティシエの
作るふんわり、もっちり
食感の体に優しい
ドーナツです。
w〈カフェタナカ〉
パティシエの
焼きドーナツ
・・・・・5個入 1,080円
■地下1階 プラスガトー

ほくほくの芋餡が
人気の芋きんつばを、
長くお楽しみいただける
よう日持ちのする
パッケージで
ご用意しました。
w〈満願堂〉
うす皮芋きん
・・・・・・・・・6個入 864円
■地下1階 菓遊庵

人気の焼菓子を
詰合せました。
w〈西洋菓子舗 
しろたえ〉
焼菓子詰合せ
【各日30箱限り】
1箱8個入 1,601円
■地下1階 プラスガトー

シェフこだわりの愛知県西尾
西条園、あいやの抹茶と
ホワイトチョコレートを使用
したチョコレートクランチ。
しっかりと抹茶の味を
きかせ、さらにクランチ
特有のさくさくした食感を
実現させました。
w〈シェ・シバタ〉
お抹茶クランチ
・・・・・・10個入 756円
■地下1階 プラスガトー

海の生き物6種
（かに・いか・くじら・
じんべいざめ・ふぐ・
ラッコ）のデザインが
ひと口サイズの可愛い
おまんじゅうになりました。
w〈浪越軒〉
てづくりすいぞくかん
・・・・・・・・6個入 972円
■地下1階 菓遊庵

菜の花に舞う
ちょうちょやいちご狩り、
潮干狩りなどを
表現した、
春を感じていただける、
えびせんべいの
詰合せです。
w〈桂新堂〉
春うらら
・・・・・・・・1箱 1,620円
■地下1階 桂新堂

ゴールデンパイン、愛知のいちご、
岐阜のキウイなど砂糖を使用
せず乾燥させました。手作りに
こだわったその味は果物本来の
甘みがぎゅっと詰まった贅沢な
味わいです。
w〈多々楽達屋〉
生乾燥プレミアム
ドライフルーツボトル
【50本限り】
・・・1瓶50g 2,700円
■地下1階 イベントスペース

地元・愛知が誇る老舗
和菓子店から、
清 し々い
春の陽気に合う、
華やかな創作棹菓子を
ご用意いたしました。
w〈松華堂〉
季節の棹菓子詰合せ
【各日20箱限り】
1箱（半棹×2棹入）
・・・・・・・・・・・・・1,571円
■地下1階 菓遊庵

●4月22日（水）～5月6日（水・振休） 
●地下1階食品フロア

春のムーミン雑貨
期間限定販売
●好評開催中! 5月12日（火）まで
●5階イベントスペース

TsunagaTTe by 桜梅桃李
「世界にひとつだけの
ＢＡＢＹ＆ＫＩＤＳ
手形・あんよ木製プレート」
●4月25日（土）～29日（水・祝）
　各日午前11時～午後6時
●5階イベントスペース

〈ＫＯＨ〉期間限定ショップ
●4月22日（水）～28日（火） 
●1階ライオン玄関口特設会場

〈豊岡鞄〉期間限定販売
●好評開催中! 4月28日（火）まで
●6階エスカレーター横特設会場

〈アトリエＮＵＵ〉マイＴシャツ リメイクトート

eムーミンハウス
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,580円
ABS樹脂、約W38×H40㎝、中国製

“ＫＯＨ”は、オランダ発、
爪を「スキンケア」するブランドです。
r〈ＫＯＨ〉基本ケアキット・・・・・・11,448円
・ＫＯＨクリスタルネイルファイルラージ
・ＫＯＨナチュラルグロッシーバッファーセット
・ＫＯＨエッセンシャルネイルセラム
・ＫＯＨクリスタルネイルミニファイル（非売品）
・専用ＢＯＸ

千年の歴史を持つ鞄の産地、兵庫県豊岡市で生まれた「豊岡鞄」。

q1.ボストンバッグ 
W43×H28×D20㎝
2.リュック 
W28×H40×D11㎝
・・・・・・・・・・・・各 54,000円 
ともに本体馬革、持ち手部分牛革

着られなくなったＴシャツやお気に入りの布などを使って、あなた
だけのトートバッグにリメイクします。

q〈アトリエＮＵＵ〉
マイＴシャツ 
リメイクトート（S） 8,208円 
本体帆布、持ち手部分牛革、
W31×H29×D12㎝
※（L）8,640円もございます。
※お渡しはご注文をいただいてから約1カ月頂戴いたします。

素敵な思い出を
形に残すプレート。
手形・足形をとり、職人が
ひのき材を切り取った形にお客さまご自身が焼きペンで
お名前・生年月日・メッセージ等を書き込んでいただけます。
●手形・あんよプレート・・・・・・各1,944円 木製、飾り台付
※産院でとられた手形・足形もご利用いただけます。
　コピーをお持ちください。
◎所要時間約15分
◎対象年齢2カ月～6歳（保護者の方同伴でお願いいたします）
◎ご予約・お問合せ 5階おもちゃ ＴＥＬ/052-783-1111（大代表）
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※写真はイメージです。
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遮熱・遮光生地使用の
華やかな晴雨兼用パラソルは
プレゼントのマストアイテムです。
晴雨兼用傘・・・・・・・・各 12,960円
1本体ポリエステル・綿
2本体ポリエステル100％
ともに親骨の長さ50㎝
■2階 ニューズスクエア ファッションパーツ

お買いあげのリップスティックに、その場ですぐにお名前や
イニシャルを無料で刻印いたします。
〈エスティ ローダー〉
ピュア カラー クリスタル シアー 
リップスティック・・・各 3,780円
■1階 エスティ ローダー

お持ち帰りのみ

［配送について］※ご配送の場合、お届け先さまには予めご連絡をお願いいたします。
　　　　　　  ●配送地域：東北6県を除く、本州・四国のみのお届けとなります。
　　　　　　  ※直送品のため、配送のみの承りとなります。

配送のみご予約承り：5月5日（火・祝）まで
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『Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ』『Ｌｏｖｅ Ｍａｍa』
『Ｔｈａｎｋｓ Mａｍa』などメッセージも承ります。
また5/10（日）までの期間中、母の日限定
「カーネーションモチーフ」も承ります。 
※文字数に限りがございます。

予約制

4/22（水）・29（水・祝）・
5/2（土）・6（水・振休）の限定販売

4/22（水）・29（水・祝）・
5/2（土）の限定販売

ポイント換算20％UP
キャンペーン 
 ●4月22日（水）～29日（水・祝）

期間中、1階・2階コスメティック各ショップ・
7階ハウス オブ ローゼでのお買いあげで
通常、税別100円＝10ポイントを12ポイントに
アップ! おトクにポイントを貯めるチャンスです。
※期間中は何度でもご利用いただけます。




