
※ご入場は閉場30分前まで、最終日午後5時終了　※三越 Ｍ CARD・MICARD・伊勢丹アイカード・エムアイ友の会カード・株主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。　※混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。　※価格はすべて税込です。
　小学生以下のお子さまのみでのご入場はお断りいたします。

午後5時から約30分間、
会場の一部の照明を落として
ライトアップパークを開催！
いつもとは違う
「ダンボール遊園地」が
お楽しみいただけます。
※安全確保のため、
中止する場合がございます。
予めご了承くださいませ。

8月7日（日）・11日（木・祝）
各日午前11時～・午後1時～・午後3時～

後部にお子さま用カート付

お一人さま

お一人さま

※イラストはすべてイメージです。

午後5時以降に
ご入場いただいた
お子さまに
「オリジナルぬりえ
 ポストカード」
を進呈いたします。

※乗車される
　お子さまのみ

8階催物会場
夏休みキッズフェスティバル 特別企画

～氷菓処にじいろ～
日光天然の氷 四代目徳次郎
●8月3日（水）～15日（月）〈最終日午後5時終了〉

てづくりすいぞくかん期間限定販売
●8月3日（水）～15日（月）
〈最終日午後5時終了〉

全国でもわずか5軒となった天然氷の
「氷室(ひむろ)」。日光の岩清水から作られた氷。
千年以上の歴史を持つ製法から生まれた氷は
透明で硬く、かき氷にするとなんともいえない
「ふわふわ」の食感が楽しめます。

12種類の海の生きものたちが
勢揃い！ こしあんと
チョコレートのお饅頭です。
プレゼントにも最適！！

プルプルジェルキャンドルで
オリジナルキャンドルを作ろう!
●8月3日（水）～15日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで・最終日午後4時まで〉

伝統工芸の絞り染めに挑戦。
夏の宿題にもおすすめ！
◎参加費・・・・・・1,080円

▲日光天然の氷 かき氷
①四代目徳次郎監修 
　とちおとめいちご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1杯 901円
②京都府産宇治抹茶・・・・・・・・・・・・・・・・・1杯 981円

▶〈浪越軒〉
てづくりすいぞくかん
12個入 1,782円   1個 141円

豆乳プリン期間限定販売
●8月3日（水）～15日（月）
〈最終日午後5時終了〉

豆乳と赤肉メロンを使用した滑らかな
「メロンプリン」、豆乳とハスカップを
使用した爽やかな風味が味わえる
「ハスカッププリン」。ちょっと贅沢なデザートです。

▶〈札幌 Hiragishi〉
①豆乳メロンプリン・・・・・・・・・・・・23g×20個入 1,296円
②豆乳ハスカッププリン・・・・・・23g×20個入 1,296円※写真はイメージです。実際の器、盛付けとは異なります。

※日によっておつくりいただく
　内容が異なります。
※写真はイメージです。

① ②

◎参加費・・・864円から◎基本作成キット（グラス・芯・17色の砂・貝・小石・
樹脂製蓋付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,458円から
◎オプションパーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54円から

夏のスウィーツデコを楽しもう!
●8月3日（水）～15日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで・最終日午後4時まで〉

バーツはすべて作家ＬＯＶＥ ＤＥＣＯ（ラブ デコ）の
ハンドメイド作品です。
夏の新作を多数ご用意しております。
◎参加費・・・864円から

※写真はイメージです。
※写真はイメージです。

キラキラ猫にデコレーション
●8月3日（水）～7日（日）
〈受付は各日午後5時30分まで・最終日午後4時まで〉

◎サンゴや貝殻を使ったアート体験［8/3（水）～5（金）］
◎自分だけの南の島づくり［8/3（水）～7（日）］
◎水族館モチーフのアクセサリーづくり［8/6（土）・7（日）］

◎ペーパーアート［8/8（月）～15（月）］
◎ロゼットづくり体験［8/13（土）～15（月）］

可愛いネコちゃんとビジューのおめめや
レースできらきらデコレーションに
しちゃおう！　作家：Wattin

※写真はイメージです。◎参加費・・・1,080円から

鳴海絞り「こんせい」による
絞り染め体験
●8月10日（水）～14日（日）
〈受付は各日午後5時30分まで・
最終日午後4時まで〉

※詳しくは係員にお尋ねください。

ライトアップパーク開催
※写真は
イメージです。

※写真はイメージです。

石ケン作り体験
●8月3日（水）～15日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで・
最終日午後4時まで〉

本物そっくりに挑戦 食品サンプル体験会
●8月8日（月）～12日（金）
〈受付は各日午後5時30分まで・
最終日午後4時まで〉

※各イベントの受付は各日午後5時30分まで・最終日午後4時までとなります。

ライトアップパーク開催

ご紹介の他にもイベント盛りだくさん！

①

②

会場へご入場のお子
さまに

クイズラリーシートを
お渡しいたします。

クイズラリーに挑戦し
てダンボール木馬が

当たるチャンス！

海の生き物をかたどった形と
香りを楽しめる夏の石ケン作り体験。
◎参加費・・・・・・・・・・・・1,296円から



2016 星ヶ丘三越 
夏休みキッズフェスティバル

5Ｆキッズフロア イベントのご案内

夏休みのホシミツは楽しいイベントがいっぱい!

店舗休業日の
お知らせ

星ヶ丘三越・名古屋栄三越・ラシックは、
8月23日（火）・30日（火）を店舗休業日とさせていただきます。

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10日（水）～15日（月）各日午前11時～午後6時
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで・最終日午後4時30分まで〉

マニュモビールズのモビール展
●8月6日（土）～15日（月） ●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）
［対象年齢］
0～6歳・・・・・・・・・・・・各 2,160円
7～10歳・・・・・・・・・・各 2,895円
11歳以上・・・・・・・・・各 3,240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（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）

［商品の一例］
◎海の仲間たち・・・3,543円

◎参加費・・・1,080円～2,160円

ワークショップ体験会開催
●8月6日（土）～15日（月） 
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで・
  最終日午後4時30分まで〉
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を
体験できます。

〈ミキハウス〉出産準備フェア
●5階ミキハウス

親子で書道体験会 秀花書道教室 
●8月20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

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。

◎参加費・・・お一人さま 500円
◎ご予約・お問合せ 5階こども服カウンター

◎ご予約・お問合せ 
　5階こども服カウンター

アシックス
お子さまの足の計測会
●8月20日（土）
　午前10時30分～午後1時・
　午後2時30分～午後5時
●5階こども靴コーナー

〈ママ＆キッズ〉
ママとベビーのスキンシップ体験会
●8月28日（日） 午前11時～・午後1時30分～  ●5階特設会場

ご予約優先

パッチンとデコレル!
オリジナルネームホルダーを作ろう!

本体プレートにマスコットや文字をパッチンと
飾り付け。かわいいネームホルダーが作れます。

iLodori aicoと一緒に
オリジナルデザインバッグ作り
●8月5日（金）～7日（日） 
●5階特設会場
〈受付は各日午後5時まで〉

お買物をして
クラフトイベントに参加しよう 
●8月8日（月）・9日（火）

◎参加費（材料費込）・・・・・・・・・511円から
※写真のネームホルダーは各611円。

▶世界地図パズル・・・・・・・・・3,780円
※対象年齢5歳以上。

フランスの木製ゲーム「ギガミック」で遊ぼう!
●8月7日（日） 午前11時～午後1時・午後2時～午後6時　◎対象年齢3歳以上

EVENT くもん実演販売
●8月7日（日） 午前11時～午後4時随時開催
専門スタッフによる実演販売を開催いたします。

2017三越の新入学
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

〈ミキハウス〉
早期オーダーランドセル
●好評開催中! 9月25日（日）まで
●5階ミキハウス

絵本読み聞かせ会
●8月13日（土）
　午後2時～・午後4時～
●5階わくわくランド

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

おまつりだいすきっこあつまれ～!  
ちびっこ縁日
●8月12日（金）～14日（日）
●5階エスカレーター横特設会場

5階フロアでさがそう!
絵本なぞときイベント
●8月24日（水）～29日（月）
●5階児童書籍・おもちゃ

マジック教室 マジシャンになってみよう！
●8月3日（水）～5日（金） ●5階イベントスペース

マジシャンのお手並みを拝見！ 
君はトリックをみやぶれるかな？

ホイップる体験会
●8月6日（土）
　午前11時から
●5階イベントスペース

シルバニアファミリー
着ぐるみ撮影会
●8月7日（日）
　午後1時30分～・
　午後3時～
●5階フロア
※カメラをお持ちください。

アーティストiLodori aico
（イロドリ アイコ）とコラボ de バッグ。
◎参加費・・・・・・・・・・・2,160円から

MOMOバルーンアートLIVE
●8月5日（金）～7日（日）
●5階特設会場〈受付は各日午後5時まで〉

みんな大好き! 
ホシミンをさがして
お菓子をゲットしよう!
●7月20日（水）～8月31日（水）
※8月23日（火）・30日（火）は店舗休業日。
●1階コスメティックサロン
期間中、1階コスメティックサロン内にかくれている
「ホシミン」を3体以上さがしてくれたお子さまに
「ミニ菓子」をプレゼント。
※「ホシミン」を見つけたら、1階コスメティックサロン
　ショップ係員にお申し付けください。
※詳しくは1階コスメティックサロンショップ係員に
　お尋ねください。

◎3Dフィギュア
（高さ7ｃｍ）
・・・・3,240円から
※詳しくは係員に
　お尋ねください。

〈コムサイズム〉
スミ子祭り
●7月22日（金）～24日（日）・
　8月11日（木・祝）～16日（火）
　　　　　 ●2階コムサイズム

3Dフィギュア受注会
●8月10日（水）～16日（火）
●6階エスカレーター前特設会場

〈アッコトト〉ぬりえトートバッグづくり
●8月10日（水）・11日（木・祝） 
●7階タオル

「おもちゃ釣り」や
「的当てゲーム」など
縁日気分で楽しんで
いただけるイベントを
開催！
ぜひ、ご家族で
お楽しみください。

　　じいじ＆ばあばに
　　残暑見舞いを送ろう!
●8月6日（土）・7日（日）
　各日午前11時～午後1時・午後2時～午後5時
●6階エスカレーター前特設会場

ご自分の顔を専用の機械で撮影して作る
リアルフィギュア。コスチュームは約200種類、
ヘアスタイルは約100種類からお選びいただけます。

ハガキを
出そう～♪

星
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各階でもキッズフェスティバル開催!各階でもキッズフェスティバル開催!

1F 2F 6F 6F 7F

会場内郵便局カウンターにて官製はがきを
購入いただき、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。

トートバッグに描かれた
“アッコトト”のキャラクターを
好きな色で塗って
自分だけのトートバッグを作ろう！
◎参加費・・・・・・・・・・・・500円
◎定員各日先着50名さま
※定員になり次第、
　締切らせていただきます。
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-783-7814
　（7階タオル 担当 本林・小島）

キッズフロア イベントのご案内5F

星ヶ丘三越で「ランドセル」を
お買いあげの方に「学習机」を
ご優待価格で販売いたします。

「だがしすくい」「ミニゲーム」など、
たのしいイベントを開催！ 
みんなあそびにきてね。
◎参加費（1回分）100円

※価格はすべて税込です。

人気絵本「おしりたんてい」
「大迷路」シリーズを
モチーフにした
リアル絵さがしイベントです。
ご参加の方には
参加賞をプレゼント。
◎各日先着30名さま限り

▲〈ミキハウス〉
クラリーノランドセル
・・・・・・・・・・・・・・97,200円
※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。

おしりたんていⒸTroll/POPLAR

星
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◎各回約1時間/各回5名さま
赤ちゃんのお肌の水分チェックや
肌のケアのご相談を受け付け
いたします。
※当日はバスタオルをお持ちください。
◎お問合せ 5階こども服カウンター

〈む～のんのん〉なりきりプリンセス撮影会
●7月23日(土)・24日（日） 
　各日午前10時～正午・午後1時30分～午後5時
●5階イベントスペース
女の子の憧れ♪フォーマルドレスを着てお姫さま気分に♪
◎所要時間お一人さま約20分
※ドレスサイズは100～150cmをご用意しております。
※当日はカメラ・靴下をお持ちください。

〈む～のんのん〉ドレス・ワンピース販売会
●7月20日（水）～8月2日（火）

ご予約制

◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

ホイップるのかわいいプチタルトを作ろう！
◎先着50名さま限り
◎対象年齢8歳以上
※なくなり次第終了と
　させていただきます。
　キットのお渡しのみは
　いたしかねます。

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。
 ランドセルカタログを星ヶ丘三越
 ホームページにてご覧いただけます。
※詳しくは係員にお尋ねください。

インテリアにもなる
おしゃれな
アロマキャンドルを
作ってみよう。
＊作家：その灯ぐらし
◎参加費・・・・・・1,080円

アロマキャンドル体験
●8月6日（土）～11日（木・祝）
●5階エスカレーター横特設会場
〈受付は各日午後5時まで〉

プレママ・プレパパ
セミナー開催
●8月11日（木・祝）・14日（日）・
　25日（木）・28日（日）
　各日午前10時30分から
◎各日 約1時間/各日1組さま
◎ご予約・ お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

ミニプレママセミナー開催
●8月10日（水）～22日（月）
　各日午前10時30分～午後6時の順次 
◎各日約30分/各日1組さま
担当スタッフが個別セミナーを
いたしますので当日の参加も可能です。

ファミリアの人気者
「ファミちゃん」がやってくる!
各回先着30名さまに
「風船」をプレゼント!
●7月30日（土）・31日（日）
　各日午後1時～・午後3時～
●5階ファミリア

くもん知育玩具フェア
●7月27日（水）～8月16日（火）
●5階おもちゃ

●7月27日（水）～8月16日（火）
●5階おもちゃ

▶カタミノ
・・6,048円

ギガミックフェア
●7月27日（水）～8月29日（月）
※8月23日（火）は店舗休業日。
●5階特設会場

◎参加費（1ステージ約20分）・・・2,160円
※お土産にマジックグッズをプレゼント。
　プロも使っているバイシクルトランプを使った
　ギミックカード付きマジック教室に参加。
　人体浮遊の写真撮影付き。

◎参加費・・・・・648円から
※WBC（ワールド バルーン 
　コンベンション）デリバリーブーケ部門。

バルーン世界大会2016年度3位の
実力者「MOMO（モモ）」が来店。
お好きなバルーンをその場で作ります！

5階おもちゃ売場・
児童書籍売場で500円以上
お買物いただいた小学生
以下のお子さま各日先着
40名さまに「クラフトぶっく
体験イベント」にご参加
いただけます。
※お一人さま1回限り。




