
※お渡しまで2ヵ月ほどかかります。

    

浜田泰介 日本画6号

壱万均一開店記念祭予告 □ 10月4日（火）～6日（木）  
□ 7階催物会場三越恒例

□ 10月1日（土）～3日（月）

□ 10月6日（木）～31日（月）

期間中、松山三越で1日のお買いあげ金額が1万円（税込）ごとに オデンカ「」券泊宿ルテホ空日全山松「、回1
。すまけだたい加参ごに〉会選抽のしなじく空〈るた当がどな」券品商越三「」券物買お道街大「」券泊宿ズルテホ ※表記の満70歳は昭和21年生まれの方が対象です。

※年齢のわかる証明書をご提示ください。
※1グループ1回のサービスをさせていただきます。

事前にご応募いただいたお客さまの
「これまでの人生でいちばん
ときめいたこと」を上映いたします。
※ご応募いただきましたお客さまは
設置のパソコンにてご自分の
メッセージを上映する
ことができます。 ※抽選回数はお一人さま1回の抽選につき上限3回までとさせていただきます。  ※一部除外品がございます。

※レシートや補助券を抽選会場にご提示ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。 

松山全日空ホテルAVA・アエル松山にてお買い物の場合、税込3,000円ごとに補助券を1枚差しあげます。
    補助券３枚にて1回抽選会にご参加いただけます。

ときめき つながる
デジタル・コンテンツ「ときめきの実」上映

「未来の松山三越の絵」展示

紅白もちプレゼント
松山三越 開店70周年
記念切手販売

□ 10月1日（土）～6日（木）

□ 10月6日（木）～31日（月）

□ 10月2日（日）

□ 1階 アトリウムコート ウインドウ

□ 松山三越7階 催物会場（抽選会場）

8階サロンレストランで
お食事をされた方限定

□ 1階 アトリウムコート・大街道商店街（三越前）

□ 地階食賓館 特設会場
）横ーヒーコヤマハ（    

□ 1階 アトリウムコート

□ 7階 特設会場

大街道の人気イベントに
   松山三越ジョアンも
         仲間入り!!

事前にご応募いただいた、お子さまたちの
描いた、夢いっぱいの「未来の松山三越の
絵」を展示いたします。

70万円7点セット

7色 70cm

〈レセント〉
松山三越オリジナル
カシミヤ限定販売

〈中村元風〉色絵磁器展

満70歳以上の方に

満70歳の方または
合わせて70歳のグループの方に

さらに

新宿伊勢丹 メンズ館特集
こけしを作ろう!!

エキゾチックレザーお楽しみ袋

ジュエリーバイキング

〈ロイヤルチエ〉
ファージャケット／スヌード
ほか各種

2点よりどり

国内外で
活躍する作家の絵画・版画
作品を特別価格にてご紹介

〈ハリソンズ〉服地使用
三越プレミアムオーダースーツ

〈シモンズ〉寝具 〈バーミキュラ〉
オーブンポットラウンド 22cm

〈人気ブランド〉インポート服地使用
パーソナルオーダースーツ

□ 1階 大街道側入口

□ 大街道三越前

□ 1階 大街道側入口

先着700名さま

婦人
ダウンコート各種

羽毛掛けふとん 〈フェスタリア〉アクセサリー

紳士スーツ各種

〈コール ハーン〉ポップアップショップ

金・工芸品の世界

K24くまモン 先行予約

〈ハンティング・ワールド〉期間限定ショップ

【現品限り】 756,000円税込

70万円
【10点限り】 756,000円税込

70万円
756,000円税込

7万円
【いずれも現品限り】 75,600円税込

7万円
【20点限り】 75,600円税込

70万円
【現品限り】 756,000円税込

ラ ッ キ ー 7

10,800円税込

企画

周年企画70

1日 土 2日 日

〈ジョエル〉70cmプレミアムエクレア
1本  【各日20点限り】 1,801円

【 地階食賓館 催事場 】

各 35,640円
山水図蓋付煎茶碗

7 0周年記念
お取り寄せ

2日 より販売日

【200点限り】 1,296円
香川〈ラ・ファミーユ〉黄金バウムクーヘン

直径13.5cm

   厳選された四国の素材をメインに使用し、職人たちが
丁寧に仕上げたしっとり濃厚な人気の焼菓子。

【1000点限り】 1,080円神奈川〈鎌倉 豊島屋〉鳩サブレー 9枚

ハイカラな鎌倉の味として人気の鳩サブレーが登場。

【12点限り】 32,400円
山口〈旭酒造〉獺祭 磨き その先へ
720ml

構想・開発に10年以上。旭酒造の最上酒です。

□ 10月4日（火）～10日（月・祝）

□ 10月1日（土）より

□ 10月8日（土）～10日（月・祝）

□ 1階ステージ（婦人靴横）

□ 5階 ステージ（上りエスカレーター横）

□ 4階 レセント

□ 10月6日（木）より □ 5階 キッチン雑貨

□ 10月18日（火）～24日（月）□ 6階 特設会場

□ 6階 宝飾品
□ 6階 イベントサロン

□ 9月27日（火）～10月3日（月）

□ 10月1日（土）より
□ 10月8日（土）～10日（月・祝）

□ 1階ステージ（婦人靴横）

〈コール ハーン〉婦人靴

〈ハンティング・ワールド〉
AT EASE SACKFUL

38,880円

49,680円

42,120円

39,960円

43,200円

①

①

②

③

三越伊勢丹限定カラー

三越伊勢丹限定カラー

三越伊勢丹限定カラー三越伊勢丹限定カラ
ー

2.ゼログランド

ゼログランド 〈レセント〉
みかん柄紳士カシミヤセーター

ショートブーツ

ハンドバッグ

② ショルダーバッグ

山羊革、中国製

山羊革、中国製

①
①

②

②

③

メンズシューズも同時展開。

愛媛のみかんをモチーフに、上質かつ
他にはない逸品に編みあげました。

63,720円から カシミヤ100%、M・L・LL、日本製

ワークショップ参加者募集

クロコダイル（バッグ・ポシェット・財布）
チキャンラムコート（首まわり：フォックス）

カシミヤ99%・ビキューナ1%
服地：イギリス製、縫製：日本

縫製：日本

約W30×H28×D11cm（持ち手を除く）

約W24×H24×D9cm（持ち手を除く）

いずれもナイロン・牛革、中国製

【各日30点限り】

京都〈大徳寺さいき家〉
媛っこ地鶏だし巻弁当
1折

※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種

 5,400円①

① ②

②

□ 10月22日（土）・23日（日）

□ 2階 ステージ（上りエスカレーター横）
定員：各回10名さま 参加費：4,320円（材料費込）

〈各日午前10時30分・午後3時の2回 ）分021約（ 〉

秋らしい黄や茶などの色が
印象的な蓋付煎茶碗は
6客いずれも、色と絵が違う
こだわりの碗。6客全て揃え
たくなる逸品器です。

ワークショップの
ご予約・お問い合わせ

階1 階3 階4 階5 階5 階6 階6 階地

Ptダイヤリング
(中石ダイヤ0.50ct、脇石ダイヤ計0.57ct）
Ptダイヤ入パパラチアサファイヤリング
(サファイヤ0.48ct、ダイヤ計1.08ct）

〈一例〉

最終日は
午後4時閉場

最終日は
午後4時閉場

初企画

メンズファッションを語る上で欠かすことの
できない新宿伊勢丹メンズ館。そのメンズ館の
アイテムをウエアはもちろん小物まで特別に
セレクトしてお届け。

※写真はイメージです。

【7点限り】 158,001円
【各7点限り】 30,240円から

ベッド／枕／枕カバー／
掛けふとん／掛けふとんカバー／
ベッドパッド／ボックスシーツ 鋳鉄、容量：3.5L、日本製

いずれも日本製

お仕立上り、仮縫い付

お仕立上り

入荷待ちになるほどの
人気アイテムが

※直火・ＩＨクッキングヒーター対応

松山全日空ホテルAVA賞

松山全日空ホテル
インペリアルスイート
ペア宿泊券

カンデオホテルズ 
エグゼクティブソファ
ツイン ペア宿泊券

大街道お買物券 500円分 ほか

（1組2名さま）

アエル松山賞

（1組2名さま）

大街道商店街アーケード設置60周年  　 松山三越開店70周年

「生誕140年 杉浦非水
  開花するモダンデザイン」

□ 愛媛県美術館
□ 2017年2月22日（水）～3月30日（木）

愛らしい「くまモン」が輝く純金製の置物に。
360度どこから見ても眺められる
ドーム型のガラスケース付きです。

日常使いしやすいナイロンバッグ
コレクションから限定カラーが登場。
秋冬の新作とともにお届けします。

三越のシンボルでもある
ライオン像に、みきゃんが
かわいく乗りました。

タオルハンカチプレゼント!!

開店記念祭
オープニング

1日 土

バースデー
6日 木

6日 から木

オープニングセレモニー

※なくなり次第終了
大街道商店街は午前11時～午後5時

〈午前11時・午後2時〉

〈午前9時40分から〉

10日 月・祝4日 火 ～

人気の絶品だし巻きと、京風に
味付けした愛媛の地鶏の特製弁当。※20歳未満の方の

飲酒は法律で禁止
されています。

松山三越は昭和21年に誕生し、おかげさまで
10月6日（木） 開店70年を迎えます。

さらに地域の皆さまの

“つながる場” “ときめきの場” になれるよう

杵つきもちを先着100名さまに
プレゼント!!

松山三越
開店70周年記念
フレーム切手シート

限定
700枚

1,000円 82円切手×5

日吉夢産地

□ 10月4日（火）～11日（火）

□ 10月1日（土）スタート

□ 1階 アトリウムコート

□ 1階 アトリウムコート

三越とともに時代をかけぬけたデザイナー

オリジナルグッズ
限定販売

杉浦非水松山市出身

ポスター展示
杉浦非水

① トートバッグ 【1000点限り】 756円
約W26×H32×D12cm、ポリエステル、中国製

磁器・アコヤ真珠付、直径約14cm、日本製

③ スクエア鉢

② アクセサリートレイ

【100点限り】 1,296円

【20点限り】 5,400円

磁器、約10.5×10.5×4cm、日本製 予告

予告

70周年記念ならで
はの

           価値ある
品を均一価格で70周年記念ならで
はの

           価値ある
品を均一価格で

3,456円

GINZA TANAKAの
貴金属工芸品

□ 10月7日（金） □ 1階 アトリウムコート

草月創流90周年  　 松山三越開店70周年

草月流 家元勅使河原茜
公開制作イベント

※公開制作イベントの作品は10月10日（月・祝）まで1階 アトリウムコートに展示いたします。

草月創流90周年記念 愛媛県支部展 「語る ひらく いけばな」
□ 萬翠荘 （愛媛県松山市一番町3-3-7）□ 10月7日（金）～10日（月・祝）

 各日午前9時～午後6時（最終日は午後4時閉場）

〈午後2時から〉

いけばな草月流家元
2001年第四代家元継承

ダイヤモンド・パール
カラーストーン ※ 写真はイメージです。

265,000円K24くまモン ミニ
K24・約17g、本体約W3.5×H6×D3cm、ドーム型ケース付

最終日は
午後4時閉場

1609210

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama松山三越

こんなデパートに
      なったらいいな♪

※写真はイメージです。

「獺祭」各種を
取り揃えています。

1日 土 より販売

〈D by D〉
レディスアイテムも揃います。

「一番町・大街道へ行こう!!」キャンペーン

②③は
砥部焼作家とのコラボレーションによる
オリジナルプレート

）らか左（ 芸陶西大：力協
大西三千枝さん、白石久美さん

従業員一同、心よりお待ちいたしております。

10月1日（土）より 開店記念祭を

 開催いたします。

松山東雲中学・高等学校
 吹奏楽部演奏会

ジョアンとキーコーヒーの
コラボパンが登場!!

コーヒー又は紅茶をサービス

マカロン（2個）をサービス

□ 1階 アトリウムコート

□ 地階食賓館 催事場

日頃のご愛顧に感謝を込めて

①

②

③

③

②

①

1,620円

１

2 3

パールピンク

パールグリーン パールグレーパールブラウンストーン

ナチュラルベージュ パールホワイト

10月22日（土）限定販売

いずれも木・レース他、日本製

約12cm 約10.5cm

① みきゃん鈴付き根付
② みきゃんビーズ
    ストラップ

各540円
いずれも素材各種、高さ約3cm、中国製

牛革、中国製

期間中は作家が
来場いたします。　

いずれも磁器、約直径9×高さ9cm、日本製

九谷焼開祖 大聖寺藩主前田家御用窯「今九谷窯」

① ②

各

大街道賞

見 本

［ 1階 アトリウムコートでの販売は3日（月）まで ］

松山全日空ホテルAVA・アエル松山・
大街道・松山三越 共同大抽選会

松山三越限定

松山三越限定

【20点限り】

松山三越開店70周年記念限定
ライオンコケッツ

女
の

子コ
ケッツが作れるよ

TEL.089-934-8047
ご予約承り開始   10月2日（日） 午前10時より

※パーツの持ち込みも歓迎します。

アニマルコケッツも同時販売

詳しくは、2階 エムカードカウンターまで

三越 M CARD 新規ご入会キャンペーン
10月1日(土)~7日(金)に、2階エムカードカウンターにて
新規ご入会いただいた方に、『松山市出身杉浦非水
オリジナルミニバッグ（1点）』と『三越商品券1,000円分』を
プレゼント。※杉浦非水オリジナルミニバッグの数量には限りがございます。   品切れの際は代替品に変更させていただきます。 約W22×H26×底マチ6cm

ポリエステル、中国製

杉浦非水オリジナル
ミニバッグ（非売品）

もれなく
プレゼント!!

空くじなし

※お支払いは現金のみとなります。

（Sサイズ）

みかんの
ワンポイント
刺繍入り

©2010 熊本県 くまモン出店ブランドの一例

【 ステージ（アクセサリー横）】

ほか

三 越 な ら で は の 逸 品 を はじ め 、心 とき め く

※賞品の宿泊券はご利用いただけない期間がございますので予めご了承ください。

【 2階 ニューヨークランウェイ ネクスト 】

〈営業時間〉午前10時～午後7時

※いずれも写真はイメージです。   ※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。   ※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。  ※天候や交通事情により入荷遅れ、または入荷できない場合がございますので予めご了承ください。   ※状況により整理券を配布する場合がございます。
※各イベントは、本人または天候・交通機関などの都合により予告なしにスケジュールが変更・中止になる場合がございます。   ※掲載のプレゼントはお一人さま1点限り、なくなり次第終了とさせていただきます。

松山三越10/2016 1 土


