
ナイロン・ポリエステルオックステフロン、

上品なアイテムも花言葉と一緒に贈ると
より一層、気持ちのこもったギフトになりそう。

※1

ご予約・お問い合わせ：
TEL.089-934-8181

［午前10時～午後7時］

美味しい時間を届けよう

ご予約・お問い合わせ：

TEL.089-934-8158
［午前10時～午後7時］

純生クリームといちごがサンドされた
ふわふわのスポンジのデコレーションケーキ。

※4月18日（火）より各種ご予約承ります。

5月8日（月）まで

5月14日（日）

本州（東北6県を除く）・四国・福岡

ご予約・お問い合わせ：

TEL.089-934-8186
［午前10時～午後7時］

（洋菓子）

ちらし寿司や合鴨ロース・
鮭西京焼など、多彩なメニューが楽しめます。

a

a

b

b

c

c

いずれも

□ 各階
□ 5月14日（日）まで 華を

贈
ろ
う

〈レコルト〉カプセルカッター キャトル 6,480円

3,780円から

素材各種、約幅11.6×奥行11.6×高さ23.3cm、中国製

ポリエステル100%、インドネシア製

■ 5階キッチン雑貨

■ 1階フラワーショップ

■ 2階アフタヌーンティー・リビング

■ 1階ハンドバッグ

お料理好きの
お母さんには
ぴったり!!

多用途に使える
お洒落な
カプセルカッター。

アフタヌーンティー・
リビングには
お洒落なエプロンが
いっぱい！!

浅草文庫のふくろう
アイテムで
福を呼び込むギフトを。

女性らしさをさりげなくプラスするリバティプリント。

母の日限定カラーが登場。

花言葉も一緒にプレゼントしませんか。

誰からも愛されるやわらかでやさしい触り心地。
リラックスタイムを
快適に過ごせるアイテムです。

エプロンをしてる
お母さんが大好き

王道のお花のギフト。

今のトレンドは

“真っ赤じゃない”

アレンジ!

アクティブな
お母さんには
やっぱりコレ!

 ポピーの

 花言葉は

“思いやり”

“やさしさ”“陽気”

人気のケーキが
今年も登場!!

福を呼び込むふくろう。

よく見ると、お父さん・お母さん

子どものふくろうがデザインされている!!

この柔らかさは
家族みんなで着たい!!

花
柄
の
似
合
う
お
母
さ
ん
と

一
緒
に
お
で
か
け
。

野菜のみじん切りはもちろん、パテやディップなど
簡単手づくりしませんか。

人気の〈カナナ〉ができて、今年で10年。
初期の人気色が母の日限定カラーとして
再び登場。

お母さんに似合うエプロンが
きっと見つかります。

意匠に込められたさまざまな想い。
大切に使いたいという気持ちが
芽生えるギフトです。

ブラウス・カット アンド ソーンなど母の日ギフト好適品も充実。
ぜひ一緒にお気に入りを探しに来てください。

お母さんだけでは
もったいない!
マシュマロガーゼの触感が
くせになるパジャマに
新作がおめみえ。

実演会開催 ■ 4月29日（土・祝）・30日（日）

アフタヌーンティー・
リビング
エプロン 4,860円各

〈浅草文庫〉
ふくろうIDケース

ふくろうスマートフォンケース
約H8×W10.3cm

約H15.4×W8.4×D1.8cm

いずれも牛革、日本製

7,560円各

10,584円

〈サヴォア〉アンサンブル
カーディガン：ポリエステル100％、
カット アンド ソーン：綿100％、日本製

16,200円

■ 5階ウチノバスデザインズ
■ 1階アトリウムコート

■ 4階バッグラゲッジ

〈ウチノバスデザインズ〉
マシュマロガーゼパジャマ
ブロックチェック メンズ
ブロックチェック シャツワンピース
キッズ 110cm

いずれも綿100%、原産国各種

19,400円
15,120円

9,504円 130cm 9,936円

ムーンダストのバッグブーケ

16,200円

3,780円10,800円

1,944円

〈カナナ〉リュック （小）

■ ５月2日（火）～8日（月）

■ 地階食賓館サービスカウンター ■ 地階食賓館ラ・ブランシュ ド・ラ・エ

■ 地階食賓館ハナフル

〈ベル・ブランシェ 自由が丘〉
ゴブランフェア

■ 1階ステージ（婦人靴横）
■ ５月9日（火）～15日（月）

お買いあげの方、先着20名さまに
「ブランドロゴ入りスマ－トフォン
タッチボールペン」をプレゼント。

約W29×H28×D10cm、中国製

〈ベル・ブランシェ 自由が丘〉ゴブラン織
メガネケース
バッグ

フランス製ゴブラン生地使用、日本製

3,024円
10,260円 約W27×H31×D11cm

ポーチバッグ4,860円
約W26×H15×D7.5cm

約19×10cm

約直径14.5cm/1ホール
約19.5×19.5×高さ6cm（1段）、【送料込】

〈ハナフル〉
宮崎県産完熟マンゴーのタルト

〈下鴨茶寮〉母の日祝膳

〈ラ・ブランシュ ド・ラ・エ〉母の日ケーキ

旬のマンゴーがバラのように
飾られた、贅沢で華やかなタルト。

予約

当日売り10点
10点

限り

14
5
販売日

（日）

20点
限り

14
5
販売日

（日）

予約

当日売り5点
10点

限り

14
5
販売日

（日）

予約

当日売り36点
60点

限り

13
5
販売日

（土）

2,700円
約10.5×19.2×高さ10.5cm（2段ふた含む）
〈なだ万厨房〉母の日御膳

お取り寄せ＆限定スウィーツご予約承り

約直径12×高さ8cm/1ホール

1,281円
御用邸チーズケーキ

約直径16.5cm/1ホール

コチラもご一緒に

リバティプリントフェア

〈チーズガーデン〉

※写真の商品は5,400円のイメージです。
※商品の特性上、1点ずつ風合いが異なります。

そのまま飾れるブーケのギフト。

“5月14日(日）母の日お届け”も承ります。

このほか、ご予算に合わせてのアレンジメントも承ります。

ご予約・お問い合わせ：
TEL.089-934-8182

［午前10時～午後7時］

お申し込みは5月10日（水）まで  
※別途送料がかかります。

母の日
三 越 の

ギフトセレクション

離れて暮らす
お母さんへ。老舗の
お料理盛り合わせを
ご自宅まで
お届けします。

承り期間

お届け日

お届け地区

※1 最大装着可能スマートフォンサイズ：H15×W7.8×D1.1cm
　   スマートフォンの貼付面に凹凸がある場合やガラスコーティングやウレタン樹脂加工・その他防汚加工が施されたスマートフォンは使用できません。



〈焼き上がり各日午前11時〉

端午の節句

動物パン各種

ペーパークラフト

土・祝 日

● 5月5日（金・祝）

● 4月29日（土・祝）・30日（日）

● 5月3日（水・祝）～5日（金・祝）

● 5月6日（土）・7日（日）

● 5月2日（火）～7日（日）

● 4月25日（火）～5月14日（日）

振ってもらおう！サイコロゲーム振ってもらおう！サイコロゲーム振ってもらおう！サイコロゲーム

5階子ども服にて税込1,080円以上お買いあげの方
先着20名さまにご参加いただけます。
大きなサイコロを振って
景品をゲットしよう！
※お一人さま1回限り。

ハマビーズで「こいのぼり」作りハマビーズで「こいのぼり」作りハマビーズで「こいのぼり」作り

アイロンの熱でくっつく不思議な
ビーズを使って
かわいいこいのぼりを作ろう！

画用紙や色鉛筆を自由に使って、
手作りカードを作ろう!

参加費：税込301円

参加費：税込301円

〈各日 午後2時～2時30分〉

〈各日 午後2時～2時30分〉

〈各日 午後2時～2時30分〉

「浮かぶ、流れる、運ぶ」がわかる
スウェーデンの水遊び道具を体験しよう！

母の日のプレゼントに手作りの
ペーパーフラワーを贈ろう!

※水を使いますので、濡れてもよい
　服装でお越しください。

〈ボーネルンド〉
アクアプレイで水遊び体験
〈ボーネルンド〉

アクアプレイで水遊び体験
〈ボーネルンド〉

アクアプレイで水遊び体験

参加費
無料

☎089-934-8178 【午前11時～午後6時】

各回:先着6組12名さま 
●参加費（1組さま・お土産付き）：1,080円

※エプロンをお持ちください。※お申し込みは先着順となります。
※1回のお電話にて1組のみの受付となります。
※詳しくは係員にお問い合わせください。

〈ジョアン〉
 動物パンを作ろう！

パンのお渡し時間
【1回目：午後1時以降・2回目：午後3時以降・3回目：午後4時以降】

■5月3日（水・祝） 【1回目：午前10時30分・2回目：正午・3回目：午後2時】 
■地階食賓館 特設会場

地階

募集

ペーパーフラワーを作ろうペーパーフラワーを作ろうペーパーフラワーを作ろう

〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉

〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉

対象年齢：5歳以上

対象年齢：3歳以上

もうすぐ「母の日」
お母さんと一緒に
参加してみよう！

大注目の
ストラップ
サンダル !!

帽子は
必須アイテム !!

スキンケアも
忘れずに

日差しよけに
も

おしゃれにも

松

山
三越

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

アズールブルーシャンパーニュスカイオブパリモナコネイビーロイヤルラベンダークリーム

フロストシルバー サマーカーキプラチナなでしこグレースローズハーブスカイ

フレンチブルー アンダルシアルージュサクラミルクメロンイエローパールベージュブラックコーヒー

天使の綿シフォンフェア

EVENT
一緒に

対象：小学生のお子さまの親子

〈ジョアン〉
動物パン期間限定販売

  〈チャーミングテラス〉
母の日に手作りカードを !!

〈ミキハウス〉

MATSUYAMA MITSUKOSHI SELECTION

※数に限りがございます。

※3階 婦人服フロアにて母の日ギフトをお買いあげいた
　だいた方は、どなたでもご参加いただけます。

お電話にてお申し込みください。4月25日（火）

5階子ども服・各階
29 7

1704022

※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・プレゼント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。  ※天候または交通機関の都合により入荷遅れ、または入荷できない場合がございます。

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

〈営業時間〉午前10時～午後7時

夏の

主役

a. 婦人セーラー帽子 9,720円各
6,912円

b

a

i

j

l

mk

e

f

g

c

d

綿100%、日本製

b. 婦人帽子

c. 

10,800円各
指定外繊維（ペーパー）80％・ポリエステル
20％、巻き部分：ポリエステル100％、
中国製

SPF50＋、PA++++、40g

6,804円

3,780円

270円各

SPF50＋、PA++++、70g

SPF30、PA+++、40ml

〈ヘレンカミンスキー〉婦人帽子
29,160円 d. 30,240円

9,504円

1,944円
195円各

いずれもラフィア、スリランカ製

■ 1階ファッションパーツ

■ 1階ステージ（婦人靴横）

■ 1階ナチュラルガーデン

3,780円 125ml
■ 1階ナチュラルガーデン

j. 〈アニエス ベー〉かごバッグ
ポリプロピレン、ベトナム製
■ 1階アニエス ベー ボヤージュ

鯉のぼりてぬぐい
綿100%、日本製

※タペストリー棒は別売りです
■ 6階 和雑貨

594円
東京〈清月堂本店〉
端午の節句 銀座だより3本入

■ 4月25日（火）～5月1日（月）

■ ５月2日（火）～5日（金・祝）
■ 地階食賓館 催事場

■ ５月5日（金・祝）まで
■ 地階食賓館 菓遊庵

〈ハッチ〉
e. Leg UV 

g. 〈ニールズヤード レメディーズ〉
    ナチュラルUVプロテクション

i. 〈バークレークラブ〉バッグ 15,120円
サイザル麻、タイ製

■ 1階 レディスシューズ

ハイネック

ヘレンカミンスキーフェア
定番帽子からバッグまで

■ 5月19日（金）
           20日（土）
■ 1階ステージ（アクセサリー横）

■ 5月7日（日）まで ■ 5階子ども服「ミキハウス」

頭皮チェック体験会
スコープによる

ブルー＆イエローは
バッグで取り入れる

今季トレンドカラー

魅せるボディで
いられる、パーツ別
ボディUVクリームが
4月21日（金）新登場!!

爽やかに香るオーガニックUV 

ドライヤーの熱や夏の強い日差しから
髪を守ります。

日本先行販売

h. 〈ジョンマスターオーガニック〉
      G&Cリーブイン
     コンディショニングミスト

m. 〈カリーノ〉ストラップサンダル
羊革、中国製17,820円各

23,760円各

l. 〈バークレー〉ストラップサンダル
牛革・合成皮革、日本製

14,580円

k. 〈ワークス〉ストラップサンダル
羊革・山羊革、日本製

■ 1階レディスシューズ

いずれも綿100%、中国製

■ 1階 アトリウムコート■ 5月2日（火）～8日（月）

母の日ギフトにもおすすめ !!

6,372円（1重袖）長袖
6,372円（2重袖）7分袖
6,372円（2重袖）5分袖
5,292円ノースリーブ

お部屋に
5月の風を

節句を
味わう

【各日各20点限り】

       期間中、税込21,600円
以上お買いあげの方に、
「クーラーバッグ(１点）」を
プレゼント。

地階

3階

5階

5階

5階

5階

かわいいオーナメントが飾られたフルーツいっぱいのタルトが登場
〈ハナフル〉こどもの日タルト

〈本髙砂屋〉柏もち限定販売 菓遊庵「端午の節句」特集

（UVボディクリーム a）

（UVボディクリーム l）

〈本髙砂屋〉柏もち
（つぶあん・こしあん・みそあん）1個

■ 5月2日（火）より販売

5

限定販売
（金・祝）
5

1個

今年は履かなきゃ !

f. Arm・Back UV

h

正午～午後7時
午前10時～午後5時


