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s ■ 1月24日（火）～2月14日（火）■ 1階アトリウムコート

今年もやってきます！
海外からの
とっておきなチョコレート。

□ 1月24日（火）～30日（月） □ 1階アトリウムコート

M.O.F.   取得のショコラティエ･パティシエ
から

1 26 木

〈営業時間：各日午前11時から〉

プレミアムセレクションボックス
4個入 1,728円【50点限り】

〈トーキョーチョコレート〉

〈トーキョーチョコレート〉

b.ローコレクション
a.ルフィコレクション

9個入 各2,160円
©尾田栄一郎／集英社･フジテレビ･東映アニメーション

〈ジャン=ポール・エヴァン〉
ボワットゥ ショコラ
9個入 カンカン
4,923円

日本の伝統文様を
立体的に表現！

〈フェスタリアビジュソフィア〉
パールフェア&アクセサリーバザール

　   恵方巻き
ご予約承り中

三越特選
ひな人形
展示販売会
□ 2月27日（月）まで
□ 6階特設会場
〈最終日は午後4時閉場〉

0120-95-7886〈受付時間〉午前10時～午後6時担当：赤沢・池内

地階食賓館 特設会場2月3日（金）●お渡し日 ●お渡し場所 （ケーファー横）

長寿巻
〈土屋水産〉

1本 1,680円
鰻、海老、ごぼう、人参、インゲン豆、かんぴょう、きゅうり、玉子、昆布

【50点限り】

□ご予約承り期間:
　1月31日（火）まで
□地階食賓館

□ 1月24日（火）～30日（月）
□ 1階ステージ

【3点限り】

59,801円

本真珠ネックレス&
イヤリング2点セット

199,800円
優香作･衣裳着立雛飾りセット

日本が誇る
テレビアニメ
「ワンピース」との
コラボ！a

※いずれも写真はイメージです。※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。※調理や盛り付けの一例としてご紹介している場合がございます。
※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。※記載のない商品はいずれも素材･原産国各種。※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。 

〈トーキョーチョコレート〉Tokyo Chocolate

シルバー･
K14WG枠／
7～7.5mm玉／
鑑別書付

【10点限り】10,001円
Ptダイヤモンドピアス

ダイヤ=0.20ct

間口70×奥行40×高さ45cm

●三越M CARDでお買いあげの方
15％割引ご優待

早期特典
 1月31日（火）まで

＋さらに5･8･10％の通常ポイントをお付けいたします。
※自店通常価格より。※一部除外品がございます。※詳しくは売場係員までお問い合わせください。

節分

三越伊勢丹
共 同 企 画 婦人大きいサイズバザール ■ 1月31日（火）～2月5日（日）

■ 7階催物会場〈最終日は午後4時閉場〉

春のお出かけ
多彩な重宝アイテム！

【20点限り】5,400円
婦人3点セット各種

【20点限り】10,800円
カシミヤセーター各種

【20点限り】3,240円
アンサンブル各種

【50点限り】3,780円● ワンピース水着各種

8,208円c.コート
ポリエステル60％･綿40％

LLサイズ

21,600円a.コート
綿100％

L～LLサイズ対応

L･LLサイズ

カラーやデザイン、バリエーションが豊富！コートからインナー、水着まで多彩！

フロント バック

デザインチュニック
カット  アンド  ソーン各種
8,424円

L･LLサイズ
トッパー各種 各8,424円 スカート各種 各8,424円

サイズで

朗報！
お困りの方に

【各150点限り】

17,172円b.コート
ポリエステル100％

LL～3Lサイズ対応

初登場

※そのほか記載のないものは
　参考商品です。

特別提供品

コート各種 10,800円から 約300着！！

約1,000着！！
チュニックセーター･カット アンド ソーン・
ブラウス各種 3,240円から

冬物
  最終価格

！！

L～5Lサイズ

※

写
真
の
商
品
は

　
現
品
限
り
で
す
。

店内で
焼いた、国産
活うなぎを使用。

◆ ご予約・お申し込みは ◆
地階食賓館サービスカウンターまたは
お電話でも承り中！！

（アクセサリー内）

予 告

松山三越70周年記念

松山三越70周年記念

から

2 3 金

サロン･デュ･ショコラ･パリ
2016にて、日本で唯一
外国人部門C.C.C.アワード受賞！

ルフィは「赤ぶどう」。
ローは「藻塩」など、それぞれ違う
フレーバーは各9種類。限定缶は
アフターユースに大活躍！

◆ 3月14日［火］～19日［日］◆ 7階特設会場

入場料
［税込］

一般・大学生 前売500円 （当日700円）

時間：午前10時～午後6時30分（午後7時閉場）
※最終日は午後3時30分まで（午後4時閉場）

高校生以下無料
※前売…前売り及び団体10名さま以上の割引料金です。 ※三越伊勢丹ホールディングス株主さまご優待カード・障害者手帳のご提示で、ご本人さまとご同伴者1名さままで無料にてご入場いただけます。

主催／愛媛県教育委員会・松山市教育委員会・NHK松山放送局・朝日新聞社・（公社）日本工芸会　後援／愛媛県・松山市

一般･大学生前売 （当日300円 500円）
※ご同伴1名さまを含む

三越伊勢丹カードをご提示の方は

特別ご優待料金（税込）

7階
エムアイ友の会
カウンターにて

※3月13日（月）まで
お求めいただけます。 

前売券販売中

今年も気になる！
人気ブランドの
　　　　  新作チョコレート！！

〈ゴディバ〉
ビュッフェ ドゥ ガトー ハートボックス
11個入 4,104円

2017年バレンタイン
限定チョコレートと
人気の定番チョコレートを
可愛らしいハート型のボックスに。

〈フレデリック･アヴェッカー〉
プラリネ･ドゥ･プロヴァンス 5個入

【10点限り】3,672円

ジュレが入ったプラリネショコラ。
クセになる味わい。

市松文様 ※上記商品は、お一人さま各1点限り。※状況により、整理券を配布する場合がございます。
リアル！

※1 M.O.F. …
　  フランス国家最高職人の称号。

〈ダヴィド･カピイ〉
ショコラ･アソート 16個入

【10点限り】

ガナッシュ、プラリネ、
マジパンなどさまざまな
味わいのショコラの
詰め合わせ。

5,832円

※1

国際コンクールでの優勝など数々の栄誉に輝く
ショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァン。
素材や味へのこだわり、独創的で遊び心あふれる感性、
確かな技術から生まれる
チョコレートはまさに芸術品です。

チョコレートもあります

 ジャン=ポール･エヴァン   カフェ 期間限定ショップ
愛媛初登場！

〈カカオ サンパカ〉
世界のカカオコレクション
15種･16個入

5,400円
元バッキンガム宮殿のお姫様専属パティシエが
作るチョコレート。繊細なデザインと
さまざまな色合いが美しいプラリネボール。

〈シャポン〉コフレ12アガーツ ボールプラリネ12個入 6,501円【8点限り】

【8点限り】

産地ごとの異なる
カカオの奥深い世界を
お楽しみいただける
コレクション。

b

濃厚なカカオの風味が堪能できるカフェ。
魅惑の限定ガトー「キュピアッシュ」から、代表作のドリンク
「ショコラショ パリジャン」まで期間限定で愉しめます。

ショコラショ
パリジャン
1杯 584円アキテーヌ 1個 640円

〈フランク･ケストナー〉ショコラ アソート 5個入

【10点限り】3,024円

“愛”をテーマにしたボックス。
ガナッシュプラリネの詰め合わせ。

オルリー 1個 699円

a

b

c

キュピ アッシュ 1個 594円a
b
c

このガトーが味わえる
のは…

今だけ

四国では松山三越だけ！！

もちろん

a b c


