
好評開催中! 8月17日（月）まで  地下1階食品フロア

各階でも「てみやげフェア」開催中!
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〈クリニーク〉
3ステップ スターターズ セット
8/7(金)から数量限定販売
●1階クリニーク

花の日特別販売会
●好評開催中! 8月7日（金）まで
●2階フラワーショップ・
　地下1階
　地下鉄連絡口

リゾートサンダル特集
●好評開催中! 8月17日（月）まで
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

盆提灯・仏具販売会
●開催中! 8月11日（火）まで ※仏具は8月13日（木）まで。
●7階リビングステージ〈最終日午後5時終了〉

贈る人の心を伝える、おいしさのおもてなし。

※写真はイメージです。

肌のトラブルの一因といわれる古い角質を
拭き取る角質ケアローションを中心にした限定セット。
4種類ある角質ケアローションの中から最適な1本を。
ソープも乳液も肌にぴったりのものをお選びいただけます。
e〈クリニーク〉3ステップ スターターズ セット
・・・・・・4,212円 ※セット内容等、詳しくは係員にお尋ねください。

e〈ハワイアナス〉
①・・・3,132円 ②・・・3,672円 
③・・・4,320円

〈チル〉
④・・・5,292円 
⑤・・・9,720円
いずれも素材各種

格調あふれる絵柄と美しい
仕上がりにこだわった、毎年
ご好評の三越特別企画品です。
w桜二重張（金閣寺）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32,400円
天然木、径30×高さ71ｃｍ

お盆の帰省時に
お持ちいただける
爽やかな香りのお線香です。
　お線香「香樹林」・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 5,400円

8月7日は「花の日」。
「花の日」を記念して
期間中、
特別価格にて
販売いたします。

8月8日（土）～13日（木）は
「お盆用品・生花販売会」を開催いたします。

q

それぞれのタイプのビールに適した
グラスをご用意しております。
ご家庭でも是非、本格的なビールの
味わいをお楽しみください。
→〈ショット・ツヴィーゼル〉ビアグラス
①ピルスナーM・・・2,484円 容量510ｍｌ
②ブリュッセル・・・・・3,024円 容量400ｍｌ
③ヴァイツェン・・・・・3,024円 容量700ｍｌ
いずれもトリタンクリスタルガラス
■7階 食器

大切な方を新しい寝具で
お迎えしてみてはいかがですか。
↓〈東京西川〉
①軽量敷きふとん・・・・16,200円 
ふとんがわ綿100％、詰物・巻きわた毛・
その他繊維、100×210ｃｍ、詰物2.4ｋｇ

②今治タオルケット・・・・・5,400円
綿100％、140×190ｃｍ

③敷きふとんカバー 各 4,860円
綿100％、105×215ｃｍ
■7階 寝具

ご家庭の食卓はもちろん、レストラン・
ご旅行先でも「ファスト」があれば、
お子さまとの楽しい食事の時間が過ごせます。
←〈イングリッシーナ〉
ファスト（トレー付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円 
対象月齢5～36カ月頃、許容荷重15kg、
使用時W35×D42×H27cm、折りたたみ時W35×D42×H10cm、
重さ1.9kg（トレー込2.2kg）　■5階 ベビー雑貨

みんなで
楽しむ!

美味しく!
楽しむ!
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木に実った状態で
完熟させた白桃のみを
使用したゼリーです。
まるで桃をそのまま丸かじり
しているような甘みが
ぎっしり詰まった“桃花亭”
人気ナンバー1商品です。

《桃花亭》
→プチ完熟白桃ぜりー
・・・・・・・1箱9個入 1,080円
■地下1階 フードコレクション

産地にこだわった
果実を大ぶりにカットし、
ジェリーに仕上げました。

《日本橋 
千疋屋総本店》
←ピュアフルーツ
ジェリー詰合せ
・・・・・・ 5個入 2,160円　
■地下1階 プラスガトー

東海地方のみかん産地で
有名な愛知県蒲郡、静岡県
三ケ日の厳選されたみかん
果汁を使用して作った
こだわりのみかんゼリー。
産地によって異なる味わいを
比べながら、お召しあがり
ください。

《五ツ橋製菓》
→みかんの雫 
こだわり果実（蒲郡・三ケ日）
1箱（2種各5個入） 1,450円　■地下1階 菓遊庵

50年変わらぬ香味溢れる
コーヒーを練り込んだ
「自家製焙煎コーヒーラスク」。
こだわりの仏ゲランド産
天然塩がほのかに効いた
「塩バタートーストラスク」。
名古屋の喫茶文化を
ラスクで表現しました。

《カフェタナカ》
←名古屋喫茶店物語
・・・・・・・・・・・・・・10枚入 1,080円
■地下1階 プラスガトー

ホワイトチョコレートを
クリームチーズクッキーで
サンドしたラングドシャです。
表面にはしゃちほこが
プリントされ、名古屋の
手土産としてぴったりです。

《シェ・シバタ》
→名古屋金しゃち
ラングドシャ
・・・・・・・・12枚入 1,296円
■地下1階 プラスガトー

岐阜県山岡町の糸寒天を
一晩水浸けにし、砂糖と
合わせて炊きあげ、それを
天日干しして表面だけを結晶化
させた寒天菓子。表面の
シャリッとした食感と寒天の
ふんわり柔らかな風味を
ぜひ、お召しあがりください。

《長寿園》
←氷彩花【お一人さま2箱限り/
50箱限り】1箱250g入 831円　
■地下1階 菓遊庵

人気の「檸檬ケーキ」と
星ヶ丘三越限定の「ケイク・シトロン」。
さっぱりとしたレモンの風味が
夏の手土産に最適です。

《パテスリー シェ・コーベ》
→アソート・シトロン
・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 2,916円
◎ケイク・シトロン×1個 
◎檸檬ケーキ×6個
■地下1階 ウイークリーデザート

人気のマドレーヌ、
パウンドケーキ、ダックワーズなど、
“しろたえ”珠玉の焼菓子詰合せ。
手土産に最適です。

《西洋菓子 しろたえ》
←焼菓子詰合せ【各日30箱限り】
・・・・・・・・・1箱（8種各1個入）1,670円
■地下1階 プラスガトー

キッズフロア5Ｆ5Ｆ

カリモク学習机ご予約会
●好評開催中! ●5階イベントスペース

ホシミツお受験スタイルフェア
「きちんとした印象のお受験スタイルをご提案いたします。」

～今から待ち遠しい～ 新入学準備フェア
●好評開催中! ●5階こども服フロア ※8月18日（火）は店舗休業日です。

環境に配慮した木材活用やシックハウス
対策に加えて、国内生産にこだわった
“カリモク”。天然木ならではの味わいと
ぬくもりがお子さまの感性を育てます。
星ヶ丘三越で「ランドセル」をお買いあげの
方にはご優待価格で販売いたします。

三越伊勢丹オリジナルをはじめ、
有名ブランドのランドセルを
取り揃えております。
5階〈ファミリア〉
でもランドセルの
ご予約を承って
おります。
※詳しくは係員に
　お尋ねください。

q〈ミキハウスコレクション〉
左）ボレロ・・・19,440円～21,600円 毛100％、95・100・110・120・130ｃｍ
ジャンパースカート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23,760円～30,240円
毛100％、95・100・110・120・130・140ｃｍ
ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・7,884円～8,424円 綿100％、100・110・120・130ｃｍ
右）スーツ・・・・・・・・・・・・・・・36,720円～39,960円 毛100％、110・120・130ｃｍ
シャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円～9,288円 毛100％、110・120・130ｃｍ
■5階 ミキハウス

2016 三越の新入学
ランドセルご予約承り会
●好評開催中! ●5階イベントスペース

●好評開催中! ●5階ミキハウス・ファミリア

●基本作成キット（グラス・芯・砂）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,296円から
●オプションパーツ各種・・・・・・・54円から
※写真は出来上がりの一例（LED付）です。

ー手作り体験イベントー
ぷるぷるジェルで
オリジナルキャンドルを作ろう!
●8月5日（水）～17日（月）
●5階キッズステージ
〈受付は各日午後5時30分まで・最終日午後4時まで〉

アーティストと
コラボdeバッグ
●8月6日（木）・7日（金） 
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで〉 

●参加費・・・・・・・・・・・・・・・1,620円から

バルーンアーティスト
MOMO（モモ）と一緒に
バルーンアート体験。
完成品も販売いたします。

●参加費・・・・・・・・・・・・・864円から

キラキラ猫にデコレーション♪
●8月5日（水）～9日（日） ●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで〉 

可愛いネコちゃんを
ビジューのおめめや
レースでキラキラに
デコレーション
しちゃおう!
＊作家 
　Wattin（ワッチン）

●参加費
・・・・・・1,080円から

バルーン体験
●8月6日（木）・7日（金） 
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで〉 

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」
●8月11日（火）～17日（月）各日午前11時～午後6時
●5階イベントスペース
素敵な思い出を形に残すプレート。手形・足形をとり、
職人がひのき材で切り取った形にお客さま
ご自身が焼ペンでお名前・生年月日・
メッセージを書き込んでいただけます。
▶手形・あんよプレート
（木製・飾り台付）・・・・・・各 2,160円
※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15分 ◎対象年齢0～6歳（保護者同伴でお願いいたします。）
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-783-1111（大代表）

「てがた」アート! 夏を作品にしよう!
●8月8日（土）・9日（日） 
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで〉 

●参加費・・・・・・・・・・・1,080円から

●参加費・・・・・・・1,080円～2,160円

マニュモビールズ
手作り体験会
●8月8日（土）～17日（月）
●5階イベントスペース
［商品の一例］
●海の仲間たち・・・・・・・・3,543円
ワークショップ体験会開催
●8月8日（土）～17日（月）
　各日午前10時～午後6時随時開催
10種類以上のモチーフから
お好きなキャラクターを選んで、
その場でモビール作りが体験できます。

羊毛フェルトで飾る
オリジナルトートバッグ作り
●8月6日（木）～11日（火）・8月21日（金）～25日（火）
●5階エスカレーター横特設会場〈受付は各日午後5時30分まで〉 

Rooley pupu（ルーリー・ププ）と
一緒にもこもこの羊毛フェルトを
ニードルで刺して、トートバッグを
飾ります。仕上げにスタンプを
捺したり、リボンをつけたり。
自分だけのトートバッグの
出来上がりです。

●参加費・・・・・・・・・・1,620円から

夏休みに自分の手形で作品を
作ってみよう! 自分で作ってもOK! 
パパやママとのコラボレーションでも
OK! 今しか作れないアートを楽しもう。
＊作家 RACCO（ラッコ）

秀花書道教室 親子で書道教室
●8月22日（土）午前10時30分～正午・
　　　　　　　午後1時30分～午後4時30分
●5階イベントスペース

ライフオーガナイザー新倉暁子
お子さまのやる気を引き出す
お母さまのための
お片付け収納セミナー
●8月21日（金）午前11時～・午後2時～
●5階イベントスペース

年齢に応じたお手本をもとに
順番に指導いたします。
毛筆・硬筆をお選びください。
※毛筆の場合、書道具をお持ちください。

もうママが「片付けなさい！」とイライラしない！
お子さま自らお片付けできるおもちゃの
整理・収納術をお話します。（約30分）
●セミナー後個別カウンセリング（15分） 500円
あなたの利き脳に合わせた最適なお片付け方法をアドバイスいたします。
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-783-1111（大代表）

●参加費・・・・・・・・・・お一人さま 500円
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-783-1111（大代表）

◎ご予約・お問合せ 4階キミコワカツキ ＴＥＬ/052-788-7152

参加無料

各階でも開催!
　　カトラリー
　　名入れサービス
●8月5日（水）～9日（日）
●7階食器〈最終日午後5時終了〉

コムサイズム「スミ子祭り」
●8月5日（水）～16日（日） ●2階コムサイズム

お子さまへのプレゼント好適品です。
▶〈ミッフィーおともだち〉
スプーン＆フォーク2ピースセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
EVENT
8/7(金)～9(日)の3日間、
お買いあげいただいた方に
名入れサービスをいたします。
(名入れ実演各日午前11時～午後5時)
◎ご予約受付 8/5(水)・6(木)にて
　お渡し 8/9(日)
※ご予約は、ご来店の方に限らせていただきます。

◎お問合せ 7階食器 ＴＥＬ/052-783-3236 中川
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〈キミコワカツキ〉
夏休みキッズフェア
●8月5日（水）～17日（月） ●4階キミコワカツキ

4F　　じいじ＆ばあばに
　　「手作り」の
残暑見舞いを送ろう!
●8月8日（土）・9日（日）
各日午前11時～午後1時・午後2時～午後5時
●6階下りエスカレーター前特設会場
会場内郵便局カウンターにて官制はがきを
購入いただき、会場内に用意してあるかわいい
マスキングテープやシール・スタンプなどで
オリジナルはがきを作成いただけます。
完成したはがきは、その場で投函! 
1週間から10日間程で
大切な方のお宅に
届きます。

ハガキを
出そう～♪

星
三 人気キャラクター「スミ子」のＴシャツや

グッズが勢揃い!おもちゃ釣りや
ぬりえなどをご用意しています。
ぜひ、ご家族でお楽しみください。

ニットヤーンを使って、
かわいいぬいぐるみを作ってみませんか。

要予約

●参加費（材料費込）・・・・・・・・・1,944円
◎所要時間約30分 ※写真は出来上がりの一例です。

コラージュ
アート作家 
iLodori aico
(イロドリ アイコ）と
コラボでレッスン
バッグを作ろう!
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夏休みキッズ
フェスティバル
夏休みキッズ
フェスティバル

夏休みのホシミツは
楽しいイベントがいっぱい!
HOSHIMITSU FAMILY 

星ヶ丘
三越
限定商品

8/5（水）・8（土）・11（火）の限定販売

※写真はイメージです。

好評開催中!
8月31日（月）まで

各階
※8月18日（火）は店舗休業日です。
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ちょこっと チョイス!!ちょこっと チョイス!!
「美味しく」「楽しく」家族団らん!
会話も弾む名古屋名物「THE 名古屋めし」をはじめ、
ちょこっとずつ、みんなで楽しめる人気の味をご用意しました!

8月5日（水）～17日（月）  地下1階食品フロア

THE 名古屋めしA

B
C

D

E

F G

H

A〈矢場とん〉ひれかつサンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱4切入 864円　■地下1階 矢場とん
B〈天むす千寿〉天むす・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5個 756円　■地下1階 天むす千寿
C〈世界の山ちゃん〉幻の手羽先・・・・・・・・・・・・・・・・・5本 481円　■地下1階 フードコレクション
D〈まつおか〉味噌ヒレ串かつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1本 216円　■地下1階 まつおか

E〈いとはん〉アボカドと沖縄島豆腐の和さらだ柚子胡椒風味
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 411円　■地下1階 いとはん
F〈RF1〉緑黄色野菜のサラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 389円　■地下1階 RF1
G〈柿安ダイニング〉ローストビーフ・・・・・・・・・100gあたり 921円　■地下1階 柿安ダイニング
H〈柿安ダイニング〉大海老マヨ・・・・・・・・・・・・100gあたり 701円　■地下1階 柿安ダイニング

→〈ギガミック〉
ネズミを進めてチーズを獲得する
思考回路を育むゲーム。
①コリドール・キッズ・・・5,616円
魚の色・形を認識しながら
観察力や瞬発力も
鍛えられる知育ゲーム。
②スプラッシュアタック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,752円
さまざまな形をした
ブロックを組合せ、マス目を
埋めていく思考型ゲーム。
③カタミノ・・・・・・・6,048円
ＰＲＥＳＥＮＴ
フェア期間中、「カタミノ」をお買いあげの方に
「カタミノ学習指導ハンドブック」をプレゼント。
■5階 おもちゃ

〈ギガミック〉フェア
●8月5日（水）～17日（月）

親しいみんなが集まれば「サマーパーティ」の始まり!

迎え
したく

ミキハウスランドセル
早期ご予約キャンペーン
●好評開催中！ 10月12日（月・祝）まで
●5階ミキハウス
※限定数に達し次第終了いたします。
※詳しくは係員に
　お尋ねください。

8/5（水）から限定販売


