
※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。

2016 松山三越の第九
演奏会

12月28日（水）〈午後3時〉
1階アトリウムコート

一般、大学生 前売 税込500円（当日 税込700円）
小・中学生、高校生 前売 税込300円（当日 税込500円）

■ 12月13日（火）～29日（木）

■ 松山三越 7階特設会場

時間：午前10時～午後6時30分（午後7時閉場）

松山三越70周年記念特別展

主催：特定非営利活動法人 日本国際文化遺産協会、 「文化人・芸能人の多才な美術展」実行委員会   共催：愛媛新聞社    協力：イタリア大使館

※最終日は午後3時30分まで（午後4時閉場）

 一般、大学生 前売 税込700円（当日 税込900円）/
小・中学生、高校生 前売 税込500円（当日 税込700円）/ 小学生未満無料

三越伊勢丹カードをご提示の方は特別ご優待料金 ※ご同伴1名さまを含む

入場料:

7階エムアイ友の会カウンターにて
 前売券発売中!!

エンジョイ! 三越クリ
スマス!!

イベントいっぱいでお
届けしますエンジョイ! 三越クリ

スマス!!
イベントいっぱいでお

届けします

12月17日（土）・23日（金・祝）
1階ライオン像前

サンタさん大集合!!

（電車通り側）
〈各日／午後2時～2時30分〉

12月24日（土）〈午前11時・午後3時〉

抱きついたり乗ったり♪ お子さまから大人の方まで大歓迎です。

先着100名のお子さまにお菓子をプレゼント! 
1階アトリウムコート

三越ライオン像と「ハイチーズ!」クリスマス仕様の

Violyre(ヴィオリラ）の奏でる、
新たなノスタルジックサウンドを
お楽しみください。

1階アトリウムコート

Violyre Vision LIVE
井上ミュージックグループ企画

12月25日（日）〈午後1時・3時〉
※写真はイメージです。

ダイヤモンド0.13ct、チェーン：約40cm、日本製

いずれもカイヤナイト、日本製

素材各種、22～25cm、中国製

a.〈ヴァンドーム 青山〉
  K18YGダイヤモンドネックレス

〈ボグス〉婦人ブーツ

b.〈クレッセンツハイツ〉
  天然石ネックレス
  天然石ピアス

70,001円

各 17,064円

58,320円
6,480円

オリジナル限定品も取り揃えて
クリスマスギフト好適品をお届けします。

全天候型〈ボグス〉のブーツ。
シンプルなかわいさが魅力です。

【7点限り】

【3点限り】
【3点限り】

松山三越限定

松山三越限定
a

b

【 1階 アクセサリー 】

【 1階 ニューズスクエア レディスシューズ 】

約42cm（アジャスター付）

※イヤリングへのお直し承ります。（無料）

松山三越70周年記念 クリスマスフェア
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より

■ 12月6日（火）
〈午前10時・午後1時〉
10日（土）・11日（日）
〈各日／午前10時〉

みきゃんにも
会いに来てね!

バロン ポップアップ

〈三洋興産〉Hime-Kagura媛香蔵®シリーズ
〈暁工房〉ｍｉｕ宇和島アコヤ真珠のピンキーリング
〈五十崎社中〉ギルディング和紙 ほか

12月13日（火）～19日（月）

「シミュレーションゴルフ」も登場!!

1階アトリウムコート

12月6日（火）～25日（日）
2階 ニューヨークランウェイ ネクスト

12月6日（火）～25日（日）
2階 ニューヨークランウェイ ネクスト

プロゴルファーによる
レッスン会

木村 友栄プロ

高橋 勝成プロ

坂下 莉彗子プロ
12月13日（火）

12月18日（日）

12月14日（水）・15日（木）
〈各日／午前11時・午後2時〉

〈午前11時・午後2時〉

〈午後1時〉

12月13日（火）～
15日（木）は

ニアピン大会も開催!!
優勝の方には

景品もございます。

国産デニム発祥の地から、2つのブランドが登場!!
ブーツフェア

デニム クローゼット

12月13日（火）～25日（日）

鋳鉄(直火・IH対応）

〈バーミキュラ〉オーブンポットラウンド22cm
31,320円

パナソニックビューティ
「プレミアム」体験会
■ 12月3日（土）・4日（日）
■ 1階アトリウムコート

■ 1階化粧品/ナチュラルガーデン

73,440円

各 2,700円

2,160円
日本製

高さ19.5×幅27.0×奥行き19.2㎝

かわいいデザインのアロマオーナ
メントはプチギフトにも

オススメです。

パナソニックビューティ
「プレミアム」
スチーマー EH-XS10 

■ 12月3日（土）数量限定発売

7,020円【10点限り】

フランキンセンスウォーター200mL（現品）
フランキンセンス フェイシャルミスト45mL（現品）
フランキンセンス フェイシャルウォッシュ50mL、ポーチ付

〈ニールズヤード レメディーズ〉
松山三越限定キット

■ 12月9日（金）～11日（日）

12月10日（土）・11日（日）5階 キッチン雑貨

アロマ
オーナメント

当日ご入会の方も
ご優待対象になります。
（一部除外ブランド・商品がございます。）
※詳しくは、売場係員まで

児島ジーンズストリート

バーミキュラ実演販売
ゴルフフェスタ話題の「無水調理」をぜひ!!

70th
限定品

70th
限定品

70th
限定品

アフタヌーンティーのクリスマス

1階化粧品 三越 M CARD特別ご優待

【 2階 アフタヌーンティー・リビング 】

開催中

より
期間限定

超音波とPTCヒーター搭載のハイブリット加湿器。
インテリアのアクセントにオススメな赤色も登場。

17.5×17.5×33.1cm（3.0L）、中国製

あったか系リビングアイテム/キッチンアイテム

〈アフタヌーンティー・リビング〉加湿器

〈アフタヌーンティー・リビング〉感謝袋

各 7,236円

各 3,001円【各35点限り】

人気!!

愛媛の
ものづくりフェスタ
12月6日（火）～12日（月）
1階アトリウムコート

ブルー トリック

12月6日（火）～12日
（月）

※カメラをお持ちください。 
※お子さまには必ず保護者の方がお付き添いください。

 企画：ラリス株式会社©　http://www.laris.co.jp/

※カメラをお持ちくだ
さい。

※プレゼントは小学生以下の
　お子さまが対象です。

松山三越の
ライオン像

も

クリスマス
仕様に大変

身!!

一緒に写真撮影もでき
ます。

みんなもサンタさんになって
遊びに来てね♪

容量：3.5L、日本製
※お取り寄せに3ヵ月ほど
　　　かかります。

松山三越初登場

松山三越初登場

松山三越初登場

ジーンズ 14,800円から
トップス 12,800円から ねこ/ふくろう

も貯まります!

割引後さらに

2%
特別ご優待

3
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パフュームボトルスクエア

■ 12月3日（土）数量限定発売 ※なくなり次第終了

土

土

フランキンセンス 潤いチャージセット

70周年の

松山三越
12月祭

いいモノ
いっぱい!!

楽しいコト
いっぱい!!

※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。 
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寄せお取り寄せお取り寄せ
12月の12月の

3 日
土

6 日
火

日本橋屋長兵衛お楽しみ袋

元祖あんぱん5種が
楽しめます。

塩味の赤えんどう豆が入った
後味さっぱりの大福です。

老舗ならではの
味わいです。

生乳・蜂蜜・砂糖、選び
抜いた3つの素材がおり
なす濃厚な美味しさ。

愛媛県産の大粒
の栗と、つややか
なつぶ餡をたっぷり挟んだどらやきは、職人
が1つずつ手作りしたこだわりの味です。

4 日
日

ス
ペ
シ
ャ
ル
セ
ー
ル

地階 1階 2階

3階

4階 5階

各 3,240円

各 7,560円

婦人
カシミヤ混
帽子

〈アリエス〉婦人選べる
ダウンベスト・起毛チェックシャツ

紳士カジュアルバッグ各種

レッキスマフラー

【 ステージ（上りエスカレーター横）】

【 ロイヤルチエ 】

【30点限り】

【30点限り】

【10点限り】

各 7,560円

各 7,560円

婦人選べるニットアイテムよりどり2点

【 チャーミングテラス 】
【30点限り】

各 5,400円【20点限り】

巻寿司
【  鮨 小椋  】

あったか敷きパッド
【 寝具 】各 3,240円【色柄込20点限り】

紳士・婦人
ベスト

ムートンシーツ

【 ホームウエア 】
各 3,024円
【各10点限り】

各 7,560円
婦人カシミヤマフラー

【 ファッションパーツ 】

【20点限り】

756円均一
婦人長傘各種

【70点限り】

※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種

価格も嬉しい“欲しいもの”をバラエティー豊かに揃えました。 70周年記念ならではのアイテムをぜひ！

愛育フィッシュ 朝〆真鯛
切身・刺身用柵

徳島県産さつまいも

国産椎茸・しめじ・えのき・舞茸

【 土屋水産 】

各 540円【各日各20点限り】

【各日20点限り】

1パック（半身）

1パック（180g）

1パック（2玉）

辛子明太子切子
【 中辰 】

〈クレマドールジャパン〉
ラグジュアリーヨーグルト

〈なだ万〉
   ふっくら煮穴子押寿司

5,400円【5点限り】200g

福岡〈石村萬盛堂〉
塩豆大福

120円【800点限り】1個

東京〈木村屋總本店〉
元祖酒種あんぱん詰合せ（五色）

810円【100点限り】

1,296円【120点限り】

1,296円【80点限り】

桜・小倉・白あん・うぐいす・けし×各1個

3日 オープニングサービス土

3日 ～土 12日 月

702円【15点限り】1本

あかつき弁当
【  たごさく  】

702円【20点限り】1折

千枚漬
【  丸越  】

1,080円【100点限り】
100g×2パック愛媛県産伊予交雑牛

ロース肉ステーキ用

【  肉処  壱丁田  】

1,620円
【お一人さま2点限り/1枚（180g）

愛媛県産豚ロース肉
とんかつ用

980円【50点限り】4枚（400g）

山形県産
ラ・フランス

【 フルーツなかむら 】

540円【30点限り】

プレミアム焼酎「魔王」が
入った 鹿児島いも焼酎
飲み比べセット

【 ラ・カ ー ヴ 】

魔王・赤男猿・喜左衛門・元祖やきいも
（各25度/720ml）、
白錫・黒薩摩（各25度/900ml）×各1

冬に飲みたいイタリアワイン7本セット
7,560円【70点限り】赤7本、各750mlサラダ

【 デリカーテ 】

2割引全品全品
〈自店通常価格より〉
2割引全品2割引全品

【 日本橋屋長兵衛 】

【  肉処  壱丁田  】

【  蕪村菴  】
午後1時

午後3時

午後5時

牛肉・豚肉

国産黒毛和牛ロース肉ステーキ用

国産黒毛和牛もも肉ステーキ用・すき焼き用

山形県産山形牛「乙姫」切落し

国産黒毛和牛肩ロース肉すき焼き用

量り売りコーナー 2割引2割引2割引
午前10時 1枚（170g）

1袋

1袋

1袋

【100点限り／お一人さま5点限り】1,296円

半額半額半額

半額半額半額

半額半額半額

【20kg限り／お一人さま500g限り】

【20kg限り／お一人さま500g限り】

【15kg限り／お一人さま500g限り】

〈記載の割引率は店頭表示価格より（※一部除外品あり）〉

【 青果 ビストロ 】

1個

1パック

【各日50点限り】

【各日各30点限り】

【各日各30点限り】

108円
各 158円

各 108円

愛媛県産ブロッコリー
愛媛県産白菜

3日　　 土

6日　　 火

お楽しみ袋

三彩小丸

サイズ

M/L

100×205cm

表地：羊毛皮、裏地：ポリエステル、100×200cm、中国製【 下りエスカレーター前 】

〈人気ブランド〉紳士マフラー
3,240円【100点限り】

紳士ベルト各種
2,160円【30点限り】

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

540円

1,080円

1,080円

972円

【30点限り】

ショップオープン1周年を記念して

【70点限り】

【60点限り】

えび・和三盆・サラダ3種の
お得な詰め合わせ

各
階
各
階

ニューショップの味、お試しいただきましたか？

お正月用「お餅」ご予約承ります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。

予告

予告

男の祭典

着られるブランケット
1,080円【50点限り】

毎月のお買い得品がわかる!!

毎月6日は

8,100円【36点限り・お一人さま1セット限り】

〈稚加榮本舗〉   和牛肉まん

各 1,404円

海鮮まん辛子明太子チーズ味

人気の
穴子入り

シャツ

ダウン
ベスト

組合せ自由

組合せ自由

9日金 肉の日

3日　　 ・4日日土

3日　　 ～11日 日土

270円
〈伊予西条銘菓 蔵はち〉
和栗どらやき1個【各日50点限り】

蕪村菴の日

六時屋の日
毎月11日は

詳しくは係員にお問い合わせください。

お歳暮カタログの　　マークの商品は、
エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。

● プレゼントは7階ギフトセンターでのお買いあげに限らせていただきます。
● 詳しくは係員にお問い合わせください。 ※島部にはお届けできない商品が一部ございます。

約1,000品目が
先着 15,000名 さま

プレゼントいたします。
を
に

トートバッグ

本体
価格1万円 以上の

日本全国
送料無料。

お歳暮カタログ
掲載商品のうち

お買いあげで

ポリエステル／約幅32×高さ33×マチ8㎝／中国製

使いやすい
A4
サイズ

三越オリジナル

　　　   マークの商品は、

特典2特典1

お得!!
1,000円分のお買物クーポン券が
もれなくもらえる、三越 M CARD
新規ご入会キャンペーン開催中!!

期間限定お買得品

1セット

1セット

11日　　 日

ウインターファッション

ニットアイテム
よりどり 2点

セルコンムートン&インテリアフェア

30,001円【5点限り】

【  地階食賓館 特設
会場  】

午後1時より販売

【 六時屋 】

1/4切

1株

ゆず香る焼き鯖の押寿司

※写真は切身のイメージです。

12月は

30点限り】

【 総菜セレクション 】

【各36点限り】
いずれも5個入〈冷凍〉

料亭ならでは!!
外はふっくら
中身はジューシー

お歳暮ギフトセンター7階 好評開設中
■ 12月25日（日）まで

■ 7階特設会場
■ 12月6日（火）～11日（日）

■ 5階特設会場■ 12月6日（火）～12日（月）

〈最終日は午後4時閉場〉

12月3日（土）スタート

12月の一例はこちら

期間限定で登場!!

ベジラボ ファーマーズ メイド サラダ
ご来店を
お待ちしております。

ニューオープン
12月6日（火）

たいよう農園のお弁当も
販売いたします。

いずれも〈冷凍〉

※天候等の影響により、産地変更や入荷遅れまたは入荷できない場合がございます。 ※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。   ※状況により整理券を配布する場合がございます。


