
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。
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星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時

●4月19日（水）～ 27日（木） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
春の婦人靴・ハンドバッグ大祭典
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洗練された暮らしの今へ  星ヶ丘三越
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4.19wed-25tue 各階

今シーズンの最新
インポートアクセサリーを
いち早くセレクト!

q〈サロン・ド・アスリン〉
①アスリンオリジナル
ビジューリボンバレッタ／
バンス／バナナクリップ
（オーダー）各種
【30点限り】3,111円から
※所要時間約10分
②インポートセレクトピアス・イヤリング各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】3,867円から

q〈フェイラー〉
サンクスセット
2017
「ナルチッセ」
【25セット限り】
・・・・・・・・・10,800円
左）綿（ポリ塩化ビニルコーティング）、合成皮革、約Ｗ32×Ｈ25×Ｄ9㎝
右）綿（シュニール織）、約Ｗ26×Ｈ17×Ｄ9㎝

〈サロン・ド・アスリン〉ＰＯＰ ＵＰ ＳＴＯＲＥ
●4月19日（水）～25日（火）
●2階エスカレーター前特設会場

〈オイリリー〉期間限定ショップ
●4月19日（水）～25日（火）
●5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉

大阪うまいものコレクション
●4月19日（水）～25日（火）
●地下1階フードコレクション

ダークネイビー地に
ミニブーケがリズミカルに
並んだ「ナルチッセ」柄の
バッグ2点セットです。

e〈あかしや〉大阪名物たこ焼き・・・・・・・・・・・・8個入 551円

たこ焼きをはじめ、チヂミ、浪花いなり、
串カツなど、なにわのソウルフードを特集。

同時開催

〈フェイラー〉サンクスセット好評販売中!
●4月25日（火）まで ●7階イベントスペース
※4月26日（水）以降は7階フェイラーで販売。

①

②

〈オイリリー〉〈ルームセブン〉
期間限定スペシャルセール

q春カラーパンプス
①・・・各 6,480円
②・・・各 7,344円
ともに合成皮革

qシューズ
・・・・・・・・・各 5,400円
素材各種

rハンドバッグ ① 5,292円 ②③④⑤ 各 5,400円
いずれも合成皮革

rカジュアルシューズ各種
【150点限り】

3,240円均一
素材各種

r牛革ハンドバッグ【100点限り】

3,240円均一
牛革

■カラーバリエーション■インポートシューズ

軽くシワになりにくい、旅にぴったりな
快適スタイルをご提案します。
→〈ハヴァ ナイス トリップ〉
ショートブルゾン・・・・・・・・・・・・12,960円
ポリエステル・綿、9・11・13号
UVカットインナー・・・・・・・・・・・・6,372円
ポリエステル・レーヨン、9・11・13号
クロップトパンツ・・・・・・・・・・・・・・8,532円
ポリエステル・その他繊維、7・9・11・13・15号
■4階 ハヴァ ナイス トリップ

人気のレギパンのご紹介です。
動きやすいデザインはカジュアル
にもエレガントにも大活躍です。
↑〈FOOT GALLERY〉
レギンスパンツ
①・・・・・・・・・・・・4,320円
綿・その他繊維、M・L
②・・・・・・・・・・・・4,860円
ポリエステル・その他繊維、M・L
■2階 ニューズスクエア ファッションパーツ

デニム調生地にキラキラと煌めく
花柄をプリントしたフェミニンな
ショッピングカート。
←〈スワニー〉
フローロ・・・・・・・・・・・・・・・23,760円
素材各種、Ｗ33×Ｈ45×Ｄ19㎝、約1.9ｋｇ
■7階 優遊倶楽部

旅行に便利なベーシックケア
サンプルが付いたセットです。
→〈SK-Ⅱ〉
フェイシャルトリートメントマスク1Ｐセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30セット限り】1,836円
※セット内容など詳しくは係員にお尋ねください。
■1階 SK-Ⅱ

驚きのカバー力が体験できるファンデーションイベントです。
旅行に便利なセットをご用意しました。
→〈カバーマーク〉フローレス フィット 体験イベント限定セット
・・・・【30セット限り】7,560円 ※セット内容など詳しくは係員にお尋ねください。
※メイクアップ効果によるものです。

アメリカで1961年に誕生した
ファブリックブランドの「サンブレラ」。
今回はシンプルなマリンテイスト感あふれる
ファッション性の高い生地を使用しました。
→〈組曲〉
①リュックサック・・・・・・15,120円
Ｗ22×Ｈ35×Ｄ15㎝
②ショルダーバッグ・・・15,120円
Ｗ34×Ｈ24×Ｄ13㎝
ともにナイロン・アクリル
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ

独自に開発された新しい虫よけ。加工技術により衣類が虫よけになります。メッシュパーカーをはじめ子ども用、
犬用アイテムもございます。これからの季節はキャンプや旅行、愛犬の散歩にもピッタリな商品です。
※小さな不快害虫が対象です。
←プレミアム虫よけメッシュパーカー 8,910円 ポリエステル100％、Ｍ・LL

〈インセクトシールド〉期間限定ショップ
●好評開催中！ 5月2日（火）まで ●5階エスカレーター横特設会場

シミゼロ※体験イベント
●4月21日（金）～23日（日） ●1階 コスメティックサロンレストスペース20％UPキャンペーン

●4月19日（水）～25日（火）
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100円（税別）=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。

お買いあげ
ポイント換算
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〈FUGA FUGA〉POP UP SHOP
●4月19日（水）～25日（火） 
●4階エスカレーター横特設会場
糸の特性を活かした軽くて清涼感のある
ジャカードニットです。
↑〈FUGA FUGA〉
カーディガン・・・・30,240円 綿・その他繊維、M～L
トップス・・・・・・・・・28,080円 綿・その他繊維、M～L
パンツ・・・・・・・・・・・31,320円 麻・綿、M～L

〈サムシング〉〈リー〉POP UP SHOP
●4月19日（水）～25日（火） ●3階エスカレーター横特設会場
初夏の行楽にも活躍する淡いきれい目カラーのロングカーディガンと、
柔らかい肌触りのトロピカルコットンを使用したボーイズストレートデニムのスタイル。
“サムシング”や人気の“リー”などの新商品を取り揃えたPOP UP SHOPです。

〈リーガル〉＆〈クラークス〉フェア
休日のお出かけに大活躍のシューズを取り揃えました。
↑〈リーガル〉
①婦人靴 14,040円  ②紳士靴 17,280円 ともに牛革
〈クラークス〉
③婦人靴 14,040円  ④紳士靴 20,520円 ともに牛革
■婦人靴：3階ニューズスクエア レディスシューズ  紳士靴：6階紳士靴
P R E S E N T  4月19日（水）～25日（火）の期間中、
〈リーガル〉〈クラークス〉をお買いあげの方、
各先着20名さまに「ノベルティ」をプレゼント。

〈カナナ〉フェア
今だけの限定カラー「サンクスピンクコレクション」が登場。
旅の達人、竹内海南江さんのノウハウが詰まった、
こだわりのバッグは機能的で使いやすいと大評判のバッグです。
↓〈カナナプロジェクト〉リュック
①・・・19,440円 ナイロン・牛革・ＰＶＣ、Ｗ28/42×Ｈ26×Ｄ14㎝
②・・・16,200円 ナイロン・牛革、Ｗ29×Ｈ28×Ｄ10㎝
③・・・16,200円 ナイロン・牛革、Ｗ30×Ｈ34×Ｄ12㎝
　　　■1階 ライオン玄関口特設会場

ハイライズ＋ワイドなパンツシルエットが
今年らしいオールインワンです。
独特の柔らかさと軽さで着心地も抜群なので
春のお出かけスタイルにもぴったりです。
→〈シェアパーク〉
オールインワン・・・・・・・14,904円
指定外繊維（テンセル）・麻、0（7号）・1（9号）
カット アンド ソーン・・・3,780円
綿100％、1（9号）
※靴・バッグは参考商品です。
■2階 シェアパーク

4月19日（水）オープニングサービス
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ボーナス
1

ボーナス
2

エムアイカード“ボーナス”ポイントキャンペーン
●4月19日（水）～23日（日） ●星ヶ丘三越 各階

※ボーナスポイントは、ボーナス1・2それぞれお一人さま1回限り進呈いたします。最高800ポイント進呈。※ボーナス1のお買いあげ金額に婦人靴・ハンドバッグ大祭典の
　お買いあげも含みます。※本会員さまとご家族会員さまのカードごとのご利用額が対象となります。（ご家族カードを含めた合算ではありません）ボーナスポイントは口座単位で
　お付けいたします。※ボーナスポイントの進呈は、4月下旬の予定です。エムアイポイントサイト（www.mipoint.jp)のポイント履歴にてご確認いただけます。
※一部ブランド品、商品券などの金券類、工料、送料のほか、エムアイポイントの特典の対象とならないお買いあげは本キャンペーンの加算対象外となります。

上記期間中、星ヶ丘三越にて「エムアイカード」のご利用で 最高800ポイントプレゼント!
上記期間中、星ヶ丘三越にて「エムアイカード」のご利用で、
お買いあげ20,000円（税込）以上の方にもれなくボーナスポイントを500ポイント進呈いたします。
上記期間中、星ヶ丘三越8階「春の婦人靴・ハンドバッグ大祭典」会場にて「エムアイカード」のご利用で、
お買いあげ8,000円（税込）以上の方にもれなくボーナスポイントを300ポイント進呈いたします。

5 日 間 限 り

星ヶ丘
三  越
限  定

ダブルで
おトク!
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w〈スピーディーダック〉
カジュアルシューズ各種
・・・・【200点限り】3,780円均一 
素材各種

eウオーキングシューズ各種
・・・・・・・・【50点限り】3,780円均一 素材各種

wオストリッチ2点セット
・・・・・【10セット限り】21,600円
オストリッチ革

e〈サボイ〉ハンドバッグ各種
【100点限り】3,240円均一 素材各種

星ヶ丘三越限定

←〈サムシング〉
ロングカーディガン
・・・・・・・・・・10,800円 レーヨン・ナイロン、Ｍ
シャツ・・・・・・・・・・・・・8,640円 綿100％、Ｍ

トロピカルコットンデニムパンツ
・・・・・・・・12,960円 綿100％、26～30

星ヶ丘三越初登場

4/19（水）から数量限定販売

実演

セレクトショップ“トロンプラン”で取り扱いのある“オイリリー”を
期間限定で拡大展開いたします。ベビー・キッズのウエアや
雑貨、大人の方も使えるバッグや財布、小物まで幅広く
取り揃えます。2017年春夏のテーマ「ｕｎｄｅｒ ｔｈｅ ｓｅａ」
“オイリリー”が創り出す海の中で、
様々な出会いや発見をしていく
冒険の物語が描かれた
コレクションになっています。ぜひ、
この機会にお立ち寄りください。

①

②

「エムアイカード“ボーナス”ポイントキャンペーンで更にお得！！」※詳しくは裏面下段をご覧ください。

星ヶ丘三越限定

①
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自宅で洗えて、お手入れ簡単な
コットン100％のロングハンカチーフです。
←ＵＶカット加工ロングハンカチーフ
①〈ツモリチサト〉
2,484円 綿100％、約165×38㎝
②〈キタムラ〉 ③〈シビラ〉
各 1,620円 綿100％、約150×35㎝
■2階 ニューズスクエア 
　ファッションパーツ


