
夏の大感謝祭 「夏の主役」

「キッズ・ベビーの快適肌着」

●5月20日（水）～26日（火） 
●各階

「カット アンド ソーン」の主 役夏

の 主 役夏 「メンズ リゾートスタイル」の主 役夏 「暮らしの快適・涼感アイテム」の主 役夏

今年もシン
プルな

カット アン
ド ソーンは

コーディネ
ートのマス

トアイテム！

トレンドの
ストライプ

柄の

スカートは
清涼感も

抜群です。

←〈ミッシェルクラン〉
カット アンド ソーン
・・・・・・・・・・・・・・・11,880円
レーヨン・ポリウレタン、38
スカート・・・・・・20,520円
ポリエステル100％、36・38・40
■3階 ミッシェルクラン

定番ボーダー柄を
ビーズ刺繍でアレンジ。
←〈エスピエ〉
・・・・・・・・・・・・・14,040円
ポリエステル・レーヨン、Ｍ・Ｌ
■4階 チャーミングテラス

散りばめられた
イエローのドットが
ベーシックなボーダーの
鮮度をアップ！
ドットの中に、さりげなく
“elle”のロゴが隠れています。
→〈エル〉・・・・・・・・・5,389円
綿100％、38
■3階 エル

スクエア型のスッキリとした
衿ぐりと前身頃の刺繍が
アクセント。
←〈TWO：C〉・・・・・15,120円
ポリエステル・レーヨン、38・40
■4階 チャーミングテラス

スクエアレースをボーダーに
切り替えたチュニック丈
カット アンド ソーンです。
→〈トランスワーク〉
・・・・・・・・・・・・・・・18,360円
本体綿100％、
レース部分ポリエステル100％、Ｍ・Ｌ
■4階 チャーミングテラス

透け感のある
ふんわりレースの
トップスで軽やかな
フェミニンスタイルに！
↑〈サムシング〉
・・・・・・・・・・・・・6,480円
綿・ナイロン、Ｍ・Ｌ
■2階 デニム装庫

お出かけの際のワンポイントに
オススメな明るい色使いが目を引きます。
↑〈セシオセラ〉・・・20,520円 綿100％、38・40
■4階 セシオセラ

ボタニカル柄のプリントがスタイリングを華やかに。
←①〈自由区〉・・・・・・・・・・10,584円 綿100％、38・40
■3階 自由区
トロピカルな柄でカジュアルに夏を演出。
②〈ミキシングブルー〉・・・・16,200円 綿100％、38・40
■4階 チャーミングテラス
首元に刺繍をあしらったシンプルながらも
エレガントなデザインです。
③〈ヒロコ・ビス〉・・・・・・・・・17,280円 綿100％、9・11号
■4階 ヒロコ・ビス

三越伊勢丹オリジナルブランド
〈キセット〉
豊富なカラーバリエーションが魅力。
汗のにおいのもとを中和消臭する
グラフト重合消臭加工効果のある糸を使用。
また、洗濯しても崩れにくいシルエットと
現代の赤ちゃんの体型に合わせたパターン、
肌あたりの少ない縫製もポイントです。
←〈キセット〉
①短肌着・・・・・・・各 1,404円  綿100％、50cm
②コンビ肌着・・・各 1,944円  綿100％、50cm
■5階 ベビー雑貨

赤ちゃんの肌に優しいここちの天然素材肌着
天然高品質素材を使用した肌着「ピュアベビーコットン」は
綿100％で開発された速乾性生地で作られています。
通気性がとても良いため、
汗をかきやすい
赤ちゃんの肌も快適に
保ってくれます。
→〈ファミリア〉
ピュアベビーコットン
打合せ半袖肌着
・・・・・・・・・・・2,376円 
綿100％、50cm
■5階 ファミリア

〈プチバトー〉ならではのアンダーウエア、
キャミソールの3枚セット
プリントやカラーなど印象の異なる組合せがおしゃれです。
「第二の肌」と呼ばれる1×1リブ編み素材を
使用しているので快適な着心地です。
→〈プチバトー〉プリント＆カラー キャミソール3枚組
・・・・・・・・・・・・・・・5,832円～6,156円  綿100％、86～150cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■5階 プチバトー

こどもたちの
元気な夏を応援します
いっぱい汗をかいても、さわやかなインナーがラインナップ！
体から汗を蒸散し、いつも涼しくドライな着心地。
←〈ワコールキッズ＆ジュニア〉さわやか研究所
①②女児ランジュ・ノースリーブ 100～140cm、S・M・L
③男児トップ・ランニング 100～170cm
・・・・・・・・・・・・・各 2,592円～3,024円  いずれも綿・ポリエステル
■5階 ワコールキッズ＆ジュニア

肌に直接触れる肌着は、
赤ちゃんに快適なものを
“ミキハウスファースト”の肌着「天使のはぐ」
ピュアベール®シリーズは、こだわりの
素材・縫製に抗菌・抗ウイルス加工が加わった
赤ちゃんの快適をいちばんに考えた肌着です。
←〈ミキハウスファースト〉
「天使のはぐ」ピュアベール®シリーズ
①天竺短肌着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,052円 
②天竺コンビ肌着・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円 
ともに綿100％、50・60cm　■5階 ミキハウスファースト

涼しげなパンチメッシュの軽量ベアフットシューズ。
インソールには吸湿性のあるコルク素材を使用し、
素足でも快適に履いていただけます。
↓〈クラークス〉スニーカー・・・各 16,200円
牛革
■6階 紳士靴

ジャージー素材のサッカーストライプや
花柄のパイルジャカードを使用した
ショートパンツは、はき心地も良く
爽やかな印象です。
↑〈マックレガー〉
ショートパンツ・・・・・・・・・・・各 14,040円
綿・ポリエステル
①79・82・85・88ｃｍ　②76・80・84・88ｃｍ
■6階 マックレガー

寝返りのたびに、
ひんやり感を体感でき、
夏の熱帯夜も快適に過ごせます。
↓〈東京西川〉
①冷感パッドシーツ・・・各 16,200円
100×205cm
②冷感ピローパッド・・・・・・・4,860円
50×55cm
ともに表ポリエチレン・その他繊維、
裏・詰物ポリエステル100％
■7階 寝具

汗をかいてもさらっとした着心地の
クレープガーゼは暑くて湿気の多い
日本の夏にぴったりです。
↑クレープガーゼ
①紳士プルオーバーシャツ・・・・・・・・・・・・・7,560円
本体綿100％、リブ部分綿・ポリウレタン、Ｍ・ＬＡ・ＸＬ
②紳士ハーフパンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,344円
綿100％、Ｍ・ＬＡ・ＸＬ
③婦人ノースリーブワンピース
④婦人ワンピース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 10,260円 ともに綿100％、Ｍ・Ｌ
■7階 バスデコール
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歩きやすくオシャレな
この夏、最注目のフラットサンダル。
←①〈フィットフロップ〉・・・・・・・・・・16,740円 
牛革
②〈フィットフロップ〉・・・・・・・・・・・・・17,280円 
牛革
③④⑤⑥〈ヨークテラス〉・・・・・各 14,580円 
③④⑥合成皮革 ⑤生地/合成皮革
■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

←ストール・・・各 5,400円 レーヨン・毛
■2階 ニューズスクエア ファッションパーツ

夏のアイテムはＵＶ対策が必須！
お洒落なアイテムでワンポイントを！

「UV対策アイテム」の主 役夏

「サンダル」
足元からオシャレを楽しんで！
の 主 役夏

厚みのあるソールがヒールの感覚を
やわらげ、優しい履き心地が嬉しいサンダル。
←①〈MK ミッシェルクラン〉・・・10,800円 
生地/合成皮革
↓②〈クロールバリエ〉・・・・・・・・・11,880円 
人工皮革
③〈マリーファム〉・・・・・・・・・・・・・・・9,720円 
合成皮革
■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

キレイなシルエットと安定感のある
履き心地のウエッジサンダル。
←①〈ユニティ〉・・・・・・・・13,932円 豚革/やぎ革
↓②〈マニュ〉・・・・・・・・・・16,200円 羊革
③〈ユニティ〉・・・・・・・・・・・10,800円 合成皮革
④〈ナチュラライザー〉・・・9,180円 合成皮革
⑤〈UGG®〉・・・・・・・・・・・・17,280円 牛革
①③④⑤■3階 ニューズスクエア レディスシューズ
②■3階 モード・エ・ジャコモ

婦人帽子
←①・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
↓②③・・・・・・・・・・・・・各 14,040円
いずれも素材各種、サイズ調整機能付
■2階 ニューズスクエア 
　ファッションパーツ

←婦人UV手袋
①②・・・各 3,240円 ともに甲部レーヨン・絹、掌部ポリエステル100％
③④・・・各 3,564円 ともに本体綿100％、レース部分ポリエステル100％、リボン部分レーヨン100％
■2階 ニューズスクエア ファッションパーツ
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