
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。
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※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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白うさぎと月の物語。クリスマスギフトにもおすすめです。
その他にもたくさん種類豊富にご用意しました。
↓〈トリニカ〉月とうさぎ ネックレス・ピアス
（ギフトボックス付）・・・【各15点限り】各3,024円 合金・樹脂

クリスマスのお出掛けのアクセントに。
↓〈トッカ〉
①子供マフラー・・・7,560円 アクリル・毛
②子供手袋・・・・・・・・7,560円 アクリル・毛
③子供ニット帽・・・・8,640円 
アクリル・その他繊維
■5階 トッカ

クリスマスの食卓を可愛く演出する食器セット。
自然由来の材料とプラスチィックの原料を混ぜて
作る新素材、バイオマスプラスチィック仕様。
↑〈レアーレ〉食器フルセット・・・12,852円 
［セット内容］◎プレート ◎ボール ◎スープカップ 
　　　　　 ◎三食プレート ◎グラス　■5階 ベビー雑貨

〈トリニカ〉期間限定ショップ
●12月20日（水）～25日（月）
●1階ライオン玄関口特設会場

ホリデーシーズンを
盛り上げる、バッグや時計、
アクセサリーを
ご紹介いたします。
→〈ストリンガート〉
ジュエルポシェット
・・・・・・・・・・・・51,840円 
牛革、W20.5×H17×
D7.5㎝
※写真の品は現品限り

〈シアリーズ〉
シャイニークリスマスコレクション
●12月20日（水）～25日（月）
●2階エスカレーター横特設会場

LOFEアーチサポート
無料足型測定・体験販売会
●12月20日（水）～26日（火）
●3階 ニューズスクエア レディスシューズ

測定した足型を元に
設計・製作する
オーダーメイド
インソールが、足裏の
3箇所の足弓（アーチ）を
しっかり支え、安定した
歩行をサポート。
まずは無料足型測定で
ご自分の足裏を
みてみませんか？

●オーダーメイド
　インソール
・・・・・・・・・105,840円 

　　平成三十年 三越特選ひな人形 
早期特別価格販売会
●12月25日（月）～2018年1月23日（火）
●5階イベントスペース  
※1月1日（月・祝）は
　店舗休業日

q優香作・衣裳着 
三段五人飾りセット
・・・・・・・・270,000円 
間口80×奥行80
×高さ89㎝

上記期間中にご注文いただきますと、
早期特別価格にて承ります。※詳しくは係員にお尋ねください。
ひな人形承り会は2018年2月19日（月）まで
開催いたします。

特典
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 ８階 催物会場

大人（中学生以上）
・・・・・・・・・・・・・・・・・７００円
２歳以上・・・・３００円　
※１歳以下無料

開
場
時
間

１２月２７日（水）～３０日（土）
１２月３１日（日）
１月１日（月・祝）

１月２日（火）～７日（日）
１月８日（月・祝）

午前１０時～午後７時
午前９時～午後６時

休業日
午前１０時～午後７時
午前１０時～午後５時

入場料

アンパンマンとハイタッチ会

各日午前10時30分より当日分（３回分）の
参加整理券をお渡しさせていただきます。

※各回先着５０組さま（お一組お子さま２名さま）
※お渡し場所 ： 8階催物会場特設カウンター

12月27日（水）・1月３日（水）
2018年

参加無料

冬休みキッズフェスティバル
※受付は各日午後5時まで、29日（金）・2018年1月8日（月・祝）は午後4時まで。

〈LOVE DEKO〉
スウィーツデコ作り
〈LOVE DEKO〉
スウィーツデコ作り

お客さまリクエストの
動物ペンケースに
お正月パーツのだるま、
富士山、鏡餅、松、
干支の戌を新作で
ご用意しました。

参加費 864円から
※写真はイメージです。

①正午～ ②午後２時～ ③午後4時～
会場：8階エレベーター前特設会場

各
日

国民的キャラクター「アンパンマン」の生みの親、やなせたかし氏。
漫画家・詩人・イラストレーター・編集者など多彩な活動を通して、やなせ氏が残した
功績は大きく、決して色あせることはありません。本展覧会はやなせ氏の絵本に焦点を
当て“見るだけでなく触れて遊べる”乳児から大人まで３世代で楽しめる展覧会です。

※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ので予めご了承ください。お子さま
　（小学生以下）のみでのご入場はご遠慮願います。事故防止のため、ご理解・ご協力の程お願い申しあげます。

三越 M CARD・エムアイカード・伊勢丹アイカード・エムアイ友の会カード・株主様ご優待
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。

〈主催〉やなせスタジオ、中日新聞社
〈後援〉公益財団法人やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団、
　　　名古屋市教育委員会、公益社団法人名古屋市私立幼稚園協会
〈協力〉フレーベル館、小学館、バップ

歳末リビング＆キッチン セール
●12月20日（水）～25日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

〈シモンズ〉特別販売会 〈クレイブ〉インテリアファブリックセール

ジュエリー・パールセール

アイデアグッズバザール
毎日の生活に役立つアイテムを
多彩に取り揃えました。

その他、色・柄多彩に取り揃え、お買得タオル大提供!

年末年始のご準備は、
お済みですか。

年末年始のキッチン
を快適に!

あったかアイテムは
冬のマストアイテム!

特
別
出
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12月20日（水）オープニングサービス

ご自宅使い。お客さ
ま用として。

新年に向けて、生活
用品を一新!

w〈東京西川〉
①合繊肌掛ふとん
（ウォッシャブル）【20点限り】 5,184円
ふとんがわ・詰物：ポリエステル100％、
140×190㎝
②羽毛肌掛ふとん
【6点限り】 21,600円
ふとんがわ：ポリエステル・綿、
ダウン85％・フェザー15％
（ウクライナ産ホワイトダウン）、１50×210㎝

　〈クレイブ〉
①シートクッション・・・各1,296円 約50×50㎝
②ひつじちゃんムートンシートクッション
・・・・・・2,700円 約33×39㎝
③ムートンフリース
・・・16,200円
約60×185㎝

r〈シモンズ〉
①シングルマットレス・・・・・・・・・【5点限り】64,800円
Ｗ97×Ｌ195×Ｈ21㎝
②ダブルクッションベッド（シングル+シングル）
・・・・・・・・200,000円 シングルサイズＷ98×Ｌ201×Ｈ85㎝

qペーパー
ホルダーカバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・1,728円
スリッパ・暖房洗浄用フタカバー 各1,944円
トイレマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円 約60×70㎝
いずれも素材各種

r〈ウチノ〉速乾NEOバスマット
各 1,296円 パイル部分：ポリエステル100％、約35×50㎝

　〈東京西川〉合繊入ウール混敷きふとん各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】各10,584円
ふとんがわ：綿100％、詰物：ポリエステル・毛、
100×210㎝

rホームウエア各種
・・・・・・・・・・・・・各 2,700円
素材各種

rフラットＩＨ調理器＋
選べるＩＨ対応鍋2点セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【16セット限り】9,180円
　　　　　　　　調理器：ＤＩ-106ＢＫ2、
　　　　　　　　　　Ｗ30×Ｄ36×Ｈ5.8㎝

e〈デロンギ〉コンパクト全自動
エスプレッソマシン（コーヒー豆付）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【6点限り】75,600円
ＥＣＡＭ23120、Ｗ23.8×Ｄ43×Ｈ35㎝

eあったかスリッパ
各種・・・・各 1,296円
素材各種

q〈ツインバード〉
サイクロンスティック型クリーナー
・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】3,024円
ＴＣ-5122、Ｗ22.5×Ｄ15.5×Ｈ105㎝

q浴室まるごとクリーナー 
ミックス 伸縮ロングタイプ
・・・・・・・・・1,620円
ブラシ部：ポリプロピレン、
ヘッド部：ポリプロピレン、
伸縮棒：アルミニウム・
ポリエチレン

eＰｔ・Ｋ18ＰＧダイヤモンドリング・ペンダント
各種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】54,000円均一

r〈東京西川〉吸湿発熱あったかパッド
シーツ・・・・・・・・・・・・・・・・【30点限り】各 2,916円
　　　　　　　　　表地：綿・その他繊維、
　　　　　　　　　　　詰物：ポリエステル100％、
　　　　　　　　　　　　　100×205㎝

Ｋ18ＰＧ、
Ｄ＝0.30ｃｔ、
チェーン長さ約40㎝

Ｐｔ、
Ｄ＝計0.15ｃｔ

Ｐｔ、
Ｄ＝0.21ｃｔ、ＳⅠ2、
Ｈ、チェーン長さ
約40㎝

Ｋ18ＰＧ、
Ｄ＝計0.30ｃｔ
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［使用例］

※写真の品は現品限り。

©やなせたかし

会期中特典
お買いあげ先着10名さまに特典。
①配送組立て設置無料サービス
②不要ベッド引きとり無料（特殊ベッド除く）　※詳しくは係員にお尋ねください。

１２月２７日（水）～201８年１月８日（月・祝）

●１２月27日（水）～29日（金）、20１8年1月2日（火）～8日（月・祝） ●8階催物会場

エムアイカード冬の新規ご入会キャンペーン!
1,000ポイント✚1,000円のお買物券 プレゼント

※当日カードカウンターにてご入会のお手続きが完了した方。※特典は、期間中お一人さま１回限りとさせていただきます。詳しくはカードカウンターまたは、係員まで。

●12月31日（日）まで
エムアイカードの店頭ご入会で 合計
まもなく終了！

2,000円分500円券
×2枚

ビッグビッグ

※写真はセットの一例
　すきやき鍋（26cm）

※ご入場は閉場３０分前まで

予告


