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来年の干支は
羊♪

クリスマスクリスマス
限定限定

〈ボーネルンド〉
アニマルボーリング
4,860円 綿・ポリエステル、中国製
［5階ステージ（特設会場）］

店頭にて試食・レシピをご用意
しています。

お家で簡単にローストビーフ！
〈日本食研〉×〈肉処 壱丁田〉

〈ボーネルンド〉
ビルダーキット “テクノ”ツールボックス
5,184円 ポリエステル・ポリエチレン、イタリア製
［5階ステージ（特設会場）］

キリンのソフィー 2,808円 
天然ゴム・食用塗料、フランス製
［5階：ベビー＆マタニティ］

素材
各種24,840円お好みの組み合わせ2着で

★12月16日（火）～25日（木）は、
　5階特設会場にて種類も豊富に取り揃えています。

□6階イベントサロン

□6階イベントサロン

三越のイージーオーダー・メンズオーダーシャツ・
ビジネススーツ特別ご奉仕会

スーツ+コートまたはスーツ+スーツ

※いずれも写真はイメージです。 ※掲載の商品は数量に限りがございますので品切れの節はご容赦ください。  
※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。 

※写真は調理後の盛り付け例です。

※写真はイメージです。

松山三越だけの
“Ｃhristmas贈り物語り”

クリスマスシーズンならではの
プレミアムな品々が揃いました。

今だけ、ここだけでしか手に入らないアイテムが続々登場！

スペシャルな美味しさに
笑顔が広がります。

クリスマス限定、松山三越限定の
素敵アイテムをメインにセレクトしました。

がんばった自分のために、
大切なあの人のために、ほかにはない
スペシャルな「贈り物語り」を、

はじめましょう。

旦那さまや彼へのプレゼントに、クラシックな
フェアアイル柄のカーディガンはいかがですか。
上質素材のトラディショナルな1枚は、
長く愛用してもらえそうですね。

なが～く愛してほしいから。

フリースのような軽さと温かさを持った「パパス」の
新しいネルシャツ。ほどよいビンテージ感は
本物がわかる大人の男にこそぴったりです。
オリジナルチェック全5色から、お似合いの1着を。

パパスのシャツで、素敵なメンズに。

カジュアル万年筆の定番「ラミー」のサファリから、
2014年の限定ボディカラー「ネオンコーラル」が
登場。今年の「メリークリスマス」は、
手書きのカードで伝えませんか。

うれしいのは、やっぱり手書きの温もり。

ピンクのフェイスがエレガントな印象。
エコ・ドライブ電波時計だから、面倒な電池交換や
時間合わせも不要です。
おしゃれなうえに操作簡単。女性にうれしい1本。

あなたの時を美しく、華やかに。
ふだん使いに便利なトートバッグこそ、
上質にこだわりたいものですね。
英国製ハリスツイードならではの品格のある色
合いは、さすがの存在感。グローブと揃えれば、
お出かけが断然、楽しくなります。

定番こそ、上質にこだわりたい。　

ハートも温める魔法の1足。

気分が盛り上がる、煌めきのご褒美。

四つ葉のクローバーをモチーフにした
ピンブローチです。

輝きが未来をつなぐ。
ミキモトのクリスマス。

ゆるくて愛らしい、ユーモラスな人形たち。

「メリーアソート社」の幸せを呼ぶ人気者、
チーキーのアフタヌーンティーオリジナルデザイン。
足裏に入っているトレードマークは「みんなの願いが
叶いますように」という想いが込められています。

幸せを呼ぶ、英国生まれのテディベア。

1961年の誕生以来、世界で愛されている
キリンのおもちゃ。かわいいうえに赤ちゃんの
五感を刺激して成長をサポートしてくれる
スグレモノです。噛む、触る、見る、聞く、嗅ぐ
など色々な遊びができます。

赤ちゃんの五感を刺激するキリン！

ホームパーティのおよばれに、
何か気の利いた手土産を。
そんなときには、スウィーツグルメに
評判の「ド・ラ・エ」のお菓子が
おすすめ。定番の焼き菓子や
クッキーの詰め合せは、どなたにも
喜ばれるでしょう。

誰にでも喜ばれる鉄板ギフト。 「ニコラ フィアット」は、
フランスで最も飲まれている
シャンパンです。
味はもちろん目でも
楽しむなら、細かな泡が
立ち昇るのがよ～く見える
フルート型のグラスも
ご一緒に。

愛好家に親しまれる
人気シャンパーニュ！ オードブルの主役！一見、

家で作るのは難しそうですが、
意外に簡単。素材を選べば、
美味しく出来上がります。
肉のプロが目利きした肉ですから、
間違いがありません。表面は
カリッと、中はジューシーに仕上げ
ましょう。

「作る」を楽しむクリスマス。

フランスの“マルシェ・ド・ノエル”
（クリスマス市）をイメージした、
ヨーロッパの代表的な
クリスマス菓子や
クリスマス仕様のパンを
焼きあげました。

12月20日(土)から対象商品を含む
税込1,080円以上お買いあげのお客さま
先着200名さまに、2015年ジョアン
オリジナルカレンダーをプレゼント。

気分はヨーロッパのクリスマス。

エナメル素材の千鳥格子なら、
チェックでもカジュアルになり過ぎず
シックな着こなしにもお似合いです。
軽量で持ちやすいトートは、
デイリーユースにぴったり。

あどけない表情がとってもかわいいロンドン発のぬいぐるみ。
ビンテージ素材やアンティークボタンで手作りされた人形は
全て一点もの、同じものは一つもありません。

今年1年がんばった自分へのご褒美に、
キラリをひと粒、贈りませんか。胸元の華やぎが、
気持ちの華やぎに。やっぱりダイヤと聞いただけで、
テンションが上がりますね。

千鳥格子なら、チェックもシックに。 ビタミンカラーをふんわり起毛素材で
仕上げたキュートなプチバッグ。 
裏生地には小花プリントを使って、
見えないところまで
かわいさにこだわりました。

カラフルがワンダフル！

子どもは遊びの中から多くのことを学びます。
だからこそ、発達段階に合わせた遊び道具を
選んであげたいもの。世界の幼児教育の
専門家やお母さんが選んだ遊具情報を元に
厳選してお届けしています。

おうちを、最高の遊び場に。

松山三越各階 クリスマスイベント情報

基本セット 1,296円から

羊毛クラフト雑貨
■12月25日（木）まで　■5階和洋食器

■12月25日（木）まで　■5階リビング〈上りエスカレータ前〉

■12月25日（木）まで
■2階 アフタヌーンティー・ティールーム

■12月20日（土）～29日（月）〈各日：午前11時～午後5時〉
■5階子供服

■12月20日（土）～29日（月）　■5階子供服

■12月22月（月）・23日（火・祝）　■4階ゴルフ

■12月23日（火・祝）・24日（水）　■1階化粧品

●12月20日（土）・21日（日）〈各日：午前11時～午後6時〉 

■12月25日（木）まで　■1階ステージ〈婦人靴横〉

羊毛クラフト作家 宇田真砂子さんのフェルト小物をお届け。

お花や器、香り、飾りを自由に選んでアレンジメントしませんか。

「ブルーベリーとカスタードのリコッタパンケーキ1,470円」を
ご注文の先着50名さまにオリジナルミラーをプレゼント。※なくなり次第終了とさせていただきます。

眉がうまく描けない、アイシャドウの使い方がわからないなどの
お悩みを解消いたします。

ギフトにも適した全身保湿クリームの〈スチームクリーム〉から
限定パッケージや、お出かけシーンの多い12月に、
貼るだけマニキュアをご紹介。

「小さなプリンセスソフィア」のパネルの前でご自由に撮影できます。　※カメラをお持ちください。

参加費：540円から

プリザーブドフラワーで
フラワーアレンジメント

ぷるぷるジェルキャンドル作り体験

「小さなプリンセスソフィア」パネル撮影会

〈ダンロップ〉ゴルフボール
オウンネームフェア実演

〈アフタヌーンティー・ティールーム〉
オリジナルミラープレゼント

〈エスト〉ポイントメイクアドバイス会

〈スチームクリーム〉＆〈インココ〉

■12月22日（月）まで　■2階ステージ〈上りエスカレータ横〉

■12月22日（月）まで　■1階ゲンテン

母と娘をコンセプトにし、女性らしくいられるデザインとスタイルを提案した
イタリアブランドです。

〈フィックスデザインジャパン〉

〈ゲンテン〉セミオーダーバッグ受注会

ゲンテンの代表的な革を使用したセミオーダーバッグの受注を承ります。

革小物の実演製作をいたします。

■12月23日（火・祝）〈午前11時〉　■5階ベビー＆マタニティ

ベビールーム保健師による
育じいじ・育ばあばのためのドキドキ今どき育児講座

〈ラミー サファリ〉2014年限定色「ネオンコーラル」
万年筆 【6点限り】 4,320円 
プラスチック、ペン先：ステンレス、ドイツ製

ボールペン 【4点限り】 2,700円 
プラスチック、ドイツ製
［5階：リビング］

〈ニコラ フィアット〉
シャンパーニュ・ブロンズラベル 2グラスセット
【24点限り】 5,400円
白・発泡性、辛口、750ml、フルート型グラス2個、フランス製
［地階食賓館：ラ・カーブ］

〈ジョアン〉
a.プティ アルザシアン
    1個 486円 長さ:約10cm 
b.レープクーヘン（天使・星・ツリー）
    1個 260円
［地階食賓館：ジョアン］

〈フェスタリア〉
b. K10WGダイヤルビーネックレス
    32,400円
c. K10PGダイヤモンドネックレス
    21,600円
［1階：アクセサリー］

〈ヴァンドーム 青山〉
a. K18YGダイヤモンドネックレス
    54,000円  D=計0.12ct

〈ボビーダズラー〉ぬいぐるみ
各15,120円  素材各種
［2階：ニューヨークランウェイ ネクスト］

〈アグ〉
スリップオンシューズ（シープスキン）
19,440円
［4階：紳士靴］

〈ブルックス ブラザーズ〉
ラムズウールVネックカーディガン
【12点限り】 24,840円
毛100％・別布部分：人工皮革、中国製
［4階：ブルックス ブラザーズ］
※シャツは参考商品です。

〈アフタヌーンティー・リビング〉
チーキーぬいぐるみ
a.3,780円（Mサイズ）  b.1,728円（Ｓサイズ）
いずれもポリエステル、GD/GY・IV/BG、中国製
［2階：アフタヌーンティー・リビング］

〈ラ・ブランシュ ド・ラ・エ〉
クッキー・焼き菓子詰合せ
【20点限り】 3,024円
16個入
［地階食賓館：ラ・ブランシュ ド・ラ・エ］

〈ドゥセー〉カラーガーゼ4プチバッグ
【15点限り】 各2,160円 日本製
［5階：ドゥセー］
※クリスマスラッピングもいたします。（なくなり次第終了）

〈ミキモト〉
クリスマスチャリティー 2014
ピンブローチ 54,000円 
K18YG、アコヤ真珠、ダイヤモンド、日本製
［6階：ミキモト］

〈シチズン〉
XCソーラー電波婦人ウオッチ
【5点限り】 58,320円
ステンレス、日本製
［6階：時計サロン］

〈ケント アンド カーウェン〉
バッグ17,280円  毛100％、中国製（生地：イギリス製）
グローブ15,120円  
毛100％、皮革部分：羊毛、中国製（生地：イギリス製）
［4階：ケント アンド カーウェン］

〈パパス〉オリジナルフランネルシャツ
27,000円 綿70％・アクリル30％、日本製
［4階：パパス］

〈肉処 壱丁田〉
愛媛県産伊予和牛モモ
ローストビーフ用ブロック
100g 888円
［地階食賓館：肉処 壱丁田］

〈アニエスベー ボヤージュ〉
トートバッグ
a.17,280円・ｂ.19,440円
PVC、日本製
［1階：アニエスベー ボヤージュ］

■　12月25日（木）まで　■　松山三越 各階

四つ葉のクローバーをモチーフにした四つ葉のクローバーをモチーフにした
ピンブローチです。ピンブローチです。

輝きが未来をつなぐ。輝きが未来をつなぐ。
ミキモトのクリスマス。ミキモトのクリスマス。

〈ミキモト〉
クリスマスチャリティー 2014クリスマスチャリティー 2014

クリスマス
期間限定

ゆるくて愛らしい、ユーモラスな人形たち。

「メリーアソート社」の幸せを呼ぶ人気者、

幸せを呼ぶ、英国生まれのテディベア。

あどけない表情がとってもかわいいロンドン発のぬいぐるみ。
ビンテージ素材やアンティークボタンで手作りされた人形は
全て一点もの、同じものは一つもありません。

〈ボビーダズラー〉ぬいぐるみ
15,120円  素材各種

［2階：ニューヨークランウェイ ネクスト］

ゆるくて愛らしい、ユーモラスな人形たち。
あどけない表情がとってもかわいいロンドン発のぬいぐるみ。

クリスマスクリスマス
期間限定期間限定

三越伊勢丹
限定

※この商品の売上げの一部は、
　国土緑化推進機構を通じて
　東日本大震災の復興事業に役立てられます。
　お取り扱い期間：2014年12月31日（水）まで

XCシリーズをお買いあげの方に
マニキュアが入った松山三越限定の
ジュエリーＢＯＸをもれなくプレゼント！

限定色サファリ万年筆をお買いあげの方に、ネオンコーラル
カラーのインクカートリッジ(非売品)をプレゼント。

UGGのノベルティが付いてくる！
お買いあげの先着10名さまに、ＵＧＧのコインケース
を差しあげます。

a b

a b

男の祭典□12月16日（火）～22日（月）
□松山三越7階催物会場
　6階イベントサロン

WINTER FASHION

□7階催物会場

〈最終日は午後5時閉場〉

a

ｂ

ｃ

●定員：先着5名さま（要予約） TEL.089-934-8095 　担当：重見・相馬
第1部：講座（約1時間）・第2部：沐浴（約45分）

職人来店

UGGといえばお馴染みのブーツはもちろん、
この冬は合わせやすいスリップオンもおすすめ。
包み込むようなソフトな温もりが、ハートまで
温めてくれそうです。

■婦人ファッションバザール
■メンズ＆レディススポーツバーゲン
同時開催

リーボック

a

b

※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。


