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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。

© 2016 ISETAN MITSUKOSHI

アイデアグッズバザール 
夏のリビングまつり
●7月27日（水）～8月1日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

特選ジュエリー販売会

アイデアグッズバザール

婦人靴 5,400円・6,264円均一

婦人チュニックドレス
3,240円均一

4F 婦人ボトムス
500点
セール

7F 〈スキャンパン〉特別提供紳士ベルト市

紳士肌着市

寝具

フィヨルド
特別販売会

パジャマ

アイデア盛りだくさん!

〈ウチノ〉タオルまつり 色・柄多数! キッチンまつり あると便利!

●7月27日（水）～8月2日（火） ●各階
夏物売りつくし市

インポートアクセサリーフェア 
by シアリーズ
●7月27日（水）～8月2日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

盆提灯・仏具販売会
●7月27日（水）～8月13日（土）
●7階リビングステージ
　〈最終日午後5時終了〉

〈五色帆布堂・和心〉
期間限定販売
●7月27日（水）～8月9日（火）
●2階ニューズスクエア ファッションパーツ

〈インプレス〉スペシャルセット
8/1（月）から数量限定販売
●1階カネボウ

27日（水）オープニングサービス

特別提供品

同 時 開 催

冷蔵庫から出したばかりのバターが
ふわっと溶けやすい
「おろし付き」のバターナイフです。
eとろけるバターナイフ・・・・・・・・・1,080円
ステンレス鋼、長さ16.5ｃｍ

q①大判バスタオル各種
・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】1,080円均一
②トイレフタカバー（洗浄・暖房用）・
ペーパーホルダーカバー各種
・・・・・・・・・・・・・・・【各50点限り】324円均一
ともに素材各種

r婦人パジャマ各種
①・・・【30点限り】2,160円
②〈有名ブランド〉
・・・・・・【20点限り】3,240円
ともに素材・サイズ各種

K18WGダイヤモンド
①リング・・・280,800円
D＝計0.50ct
②ペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・291,600円
Ｄ＝計1.00ｃｔ・
チェーン長さ約43ｃｍ
（アジャスター付）
※写真の商品は現品限りです。

●バスタオル各種・・・・・・864円から
●フェイスタオル各種 324円から
●バスマット・トイレマット各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 各 1,620円から ［商品の一例］

●ダストスタンド・・・886円
●米トギーナ・・・・・・・・530円
●サラダメーカー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円
●レジャーバスケット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,188円

トレー裏面に折りたたまれた脚を出せば
便利なミニテーブルに！
wテーブルにもなるバンブートレー・・・3,456円
竹・ラッカー塗装、トレーサイズ約Ｗ50×Ｄ32.5×H6.5ｃｍ、
テーブル時サイズ約Ｗ62×Ｄ32×Ｈ24.5ｃｍ

“シモンズ”が選んだ北欧生まれのリクライニング
チェア。ノルウェーの暮らしから、デザインの
美しさと優れた椅子の機能を追求。

e〈フィヨルド〉リクライニングチェア
・・・・・【3点限り】138,000円
ＰＲＥＳＥＮＴ
〈フィヨルド〉の商品を
お買いあげの方、先着5名さまに
「特製クリーナー」をプレゼント。

カエルが水を飲んでいるようなキュートな
デザインの給水器。植物の用土の乾燥を防ぎます。
q〈シューリッヒ〉
お手軽水やりカエル「フロッギー」・・・ 各 627円
ポリスチレン、セラミック、高さ16.5ｃｍ

ダイヤモンド特集

ePt
ガーネットリング
324,000円
Ｇ＝0.08ｃｔ・
Ｄ＝計0.45ｃｔ
※写真の商品は
　現品限りです。

e①Ｋ18ＷＧルビーペンダント・・・・・291,600円
Ｒ＝計1.62ｃｔ・Ｄ＝計0.13ｃｔ・チェーン長さ約43ｃｍ（アジャスター付）

②Ｐｔガーネットペンダント・・・・・・・・・・・・・291,600円
Ｇ＝計0.19ｃｔ・Ｄ＝計0.36ｃｔ・チェーン長さ約43ｃｍ（アジャスター付）
※写真の商品は現品限りです。

wＫ18ＷＧダイヤモンド
①リング・・・129,600円
中石Ｄ＝0.03ｃｔ・脇石Ｄ＝計0.18ｃｔ
②ペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・151,200円
Ｄ＝計0.21ｃｔ・チェーン長さ約43ｃｍ
※写真の商品は現品限りです。

qK18シェル
カメオブローチペンダント
・・・・・・・・・・・・・・・・・162,000円
ガグリオーネ・チーロ作、
長さ35ｍｍ、首廻り長さ約43ｃｍ
※写真の商品は現品限りです。

カラードストーン特集

カメオ特別販売会

27日（水）オープニングサービス

e〈東京西川〉
①播州織パッドシーツ各種
【20点限り】3,780円 100×205ｃｍ
②軽量敷ふとん各種
【10点限り】13,824円 100×210ｃｍ
③ガーゼケット各種
【20点限り】3,780円 140×190ｃｍ
いずれも素材各種

毎日の生活を
楽しく便利に
快適に。｛

日常使いからアイデア系まで
キッチン雑貨を
取り揃えました。

①

①

①

②

②

②

①

①

②

②

②

①

③

eラグカーペット各種
【10点限り】16,200円
素材各種、約140×200ｃｍ
※写真の商品は現品限りです。

外側はサクッと、中は
ふんわりと焼きあげます。
q〈ツインバード〉
オーブントースター
・・・・・・・【30点限り】2,700円
TS-4034S、Ｗ35×Ｄ21×Ｈ18ｃｍ、860Ｗ

驚きの軽さとシリコンの
なめらかさが特徴です。

q〈イオイオン〉
イオウォッチ
【各5点限り】
・・・・・・各11,880円

q〈インプレス〉
ローションa 
スペシャルセット2016
・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
［セット内容］
◎ローションa（医薬部外品）
　150mL（現品）
※Ⅰ/Ⅱの2タイプからお選びください。

◎ローションⅡa（医薬部外品）
　40mL

q桜 二重張 桔梗（斑鳩）
・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】 32,400円
天然木、径30×高さ71ｃｍ

シアリーズを代表する“IO？ION！”をはじめ、
インポートアクセサリーを
お届けいたします。

端正な肌に、うるおいを。
たっぷり体感していただける
スペシャルセットです。

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お線香「香樹林」
（1箱）・・・・・・・・・5,400円

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。

　〈五色帆布堂〉
①ミニトートバッグ・・・2,160円
②めがねケース・・・・・・1,296円
ともに綿（帆布）

〈和心〉
③御朱印帳
・・・・1,944円
④御朱印帳
巾着
・・・・・・・・756円

丈夫な帆布に京都の伝統的な染めを施し、
モダンなスタイルを表現しました。
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牛革・羊革
婦人靴各種
w 5,400円均一
q 6,264円均一
【各100点限り】
■3階 ニューズスクエア 
　レディスシューズ

e婦人チュニックドレス各種
・・・・・・・・・・・・・・・【50点限り】3,240円均一 
素材・サイズ各種
■4階 エスカレーター横特設会場

10年保証と機能性が
備わったお買得品です。

qベルト各種・・・3,240円から
素材・サイズ各種
■6階 エスカレーター横特設会場

w①〈グンゼ〉
クールマジック肌着
（トップス）・・・・・各1,620円
②ボクサーパンツ
・・・・・・・・・・・・・・・・各1,620円
③トランクス・・・・各540円
いずれも素材・サイズ各種
■6階 エスカレーター横
　特設会場

スカート・
パンツ各種
【500点限り】
素材・サイズ各種　
■4階 エスカレーター横
　特設会場

バリエーション
豊富にご用意!

夏物
機能肌着も
ご提供!

e〈スキャンパン〉
60周年アニバーサリーモデルフライパン
（26ｃｍ）・・・・・・・・・【30点限り】10,800円 直火・ＩＨ対応
■7階 キッチン

水を使わず簡単研ぎ！
q〈京セラ〉
ロールシャープナー
【100点限り】
・・・・・・・・・・1,080円
金属キッチンナイフ用
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e・・・3,240円均一　
r・・・5,400円均一


