
※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。

松  山  三  越

2014 火10 28 大三越祭

「ヨコちゃんとライオン」
三越ライオン像100歳の誕生記念童話ができました。

お話：角野栄子　　
絵：網中いづる

大三越祭特別提供品

10月28日　 
オープニングサービス

〈イビサ〉
1.ポーチ 7,344円
14×22×7cm、ナイロン、付属：牛革

2.チャーム 5,940円
9×7×1cm、牛革

3.ハンドバッグ 25,920円
22×28×10cm、ナイロン、付属：牛革

4.キーケース 7,560円 
11×11×1cm、牛革

5.ポシェット 48,600円 
20×20×8cm、牛革
［1階 ニューズスクエア ハンドバッグ］

定番の手提げバッグに

ライオンをあしらった

三越限定モデル。

お出かけに便利な

サイズがうれしい。

インパクトのあるフェイスの

デザインがキュート。

使い込むほどに革の色が

味わい深くなります。

三越ライオン像と
「ハイチーズ！」

〈彩果の宝石〉記念缶
36点限り 計32個入（パイン・あんず
×各3、その他13種×各2） 1,296円 
［地階食賓館 彩果の宝石］

〈新宿中村屋〉スマイル
ライオン月餅 200点限り 
1個（小豆餡） 130円 
［地階食賓館 菓遊庵］

● 〈ヨックモック〉記念缶 60点限り 1,080円
● 〈ロイスダール〉記念缶 20点限り 1,296円
● 〈メリー〉記念缶 48点限り 1,080円 ［地階食賓館 和洋菓子］

● 婦人ダウンコート 
    10点限り 7,560円  
    表地：ポリエステル100％、詰物：
　 ダウン80%・フェザー20％、中国製  
　 ［3階 上りエスカレーター横］

● 紳士セーター各種 
     30点限り 2,160円 
     素材各種   
　　［4階 下りエスカレーター前］

〈ジョアン〉ライオンパン
各日20点限り 1個 281円
［地階食賓館 ジョアン］

〈ラ・ブランシュ ド・ラ・エ〉
ドラエロール 各日6点限り 1本 1,080円
［地階食賓館 ラ・ブランシュ ド・ラ・エ］

〈シャンピー〉三越限定
ライオン像ラベル ボージョレ・
ヴィラージュ・ヌーヴォー 
赤・750ml、フランス製 3,564円 

［地階食賓館 ラ・カーブ］

お子さまや大人の方も大歓迎。
今年100歳を迎えた三越ライオン像と
記念写真を撮りませんか？
抱きついたり、乗ったりもできます！

『魔女の宅急便』の角野栄子さんが作り出すファンタジーの世界に

イラストレーターの網中いづるさんが美しい色彩を添えてお贈りします。

紳士あったか3点セット 
15セット限り 2,160円
素材・原産国各種 ［4階 紳士雑貨］

三越伊勢丹オリジナル
婦人ニット帽子各種 
70点限り 各3,240円 
素材各種
［1階 ファッションパーツ］

三越伊勢丹オリジナル
キャンディマフラー各種 
70点限り 各4,320円 
素材各種
［1階 ファッションパーツ］

婦人コート各種 
50点限り 

各16,200円  
素材・原産国各種 
［2階 スタイリング］

ポーランド産マザーホワイトグース
ダウン使用 10点限り 62,640円 
素材各種、詰物：ダウン93%・フェザー7％

1.2kg、サイズ：150×210cm

キッチンマット各種 
20点限り 2,700円 約120cm
20点限り 3,780円 約180cmムートンシートクッション各種 

40点限り 各1,944円 
ムートン、サイズ：約40×40cm　
［5階 インテリア］

フライパン2点セット（20・26cm） 
50セット限り 4,320円 
ガス火専用、アルミニウム合金
テフロン加工、日本製
［5階 キッチン雑貨］

ウクライナ産
シルバーグース
ダウン使用

 5点限り 41,040円 
側地：綿100%

詰物：ダウン90%・フェザー10％
1.2kg、サイズ：150×210cm

［5階 寝具］

ワンピース各種 
30点限り 各7,560円  
M/L、素材・原産国各種
［2階 スタイリング］

婦人セーター・カーディガン各種
30点限り 各5,400円  
素材・原産国各種
［3階 婦人服］

人気ブランド紳士ボア付き
ベスト各種 20点限り 5,184円 
M/L、素材・原産国各種　
［4階 紳士肌着・ナイティ・靴下］

オストリッチポシェット・ポーチ
セット 30セット限り 10,800円 
オストリッチ革、付属：合成皮革
※ポシェットとポーチの色は異なります。
［1階 ハンドバッグ］

婦人ショートブーツ
各種 50点限り 
各7,560円
婦人ロングブーツ各種 50点限り 各10,800円 
素材・原産国各種 ［1階 レディスシューズ］

〈蕪村菴〉
割れせんべい
販売

● 割れせんべい各種 
　　1袋 各432円
● 門前焼無撰別 
　割れせんべい各種 
　　1袋 各540円

〈数量限定〉お一人さま
1種3袋まで合計10袋までと
させていただきます。

■10月28日（火）1日限り
■地階食賓館特設会場
　 〈とらや横〉

● 婦人靴下5点セット 
     30セット限り 1,080円 
     素材各種
     ［1階 ファッションパーツ］

● 紳士ルームソックス 
    100点限り 756円 
　 素材・原産国各種 
　 ［4階 紳士肌着・ナイティ・靴下］

バスマット 
50点限り 1,080円 
いずれも素材・原産国各種　［5階 タオル］

● 

火

■ 10月28日（火）～11月3日（月・祝）
■ 松山三越各階

三越ライオン像100歳記念企画 ■ 10月28日（火）～11月3日（月・祝）
■ 松山三越各階

■ 11月1日（土）～11月3日（月・祝）
　各日午後2時～3時
■ 松山三越ライオン像前 
　（電車通り側）

※カメラをお持ちください。 ※お子さまには
必ず保護者の方のお付き添いをお願いします。

羽毛掛ふとん各種
①

①

②
②

大三越祭
特別企画

ご予約はお電話でも承ります。
TEL.089-934-8168

11月1日（土）～3日（月・祝）限定販売

11月20日（木）
ボージョレ・ヌーヴォー解禁
早期特別価格ご予約承り中
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4
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松山三越 5階 子供服にて
10月28日（火）より販売

10月22日（水）刊行
「ヨコちゃんとライオン」
出版社：パイ インターナショナル
価格：1,280円（税抜）
※三越各店および、全国の書店にて販売いたします。
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新米

あの味、この味、勢揃い！ 九州うまかもん特集

桐・屋久杉の家具と椅子の仕事展

［福岡/桐
き り

里工房］
焼桐玉子型囲炉裏テーブル 594,000円

※写真はイメージです。
※椅子・ベンチは別売りです。

家具調仏壇特集

［第2回］三越伊勢丹共同企画

10月28日（火）限りの粗品進呈  □7階催物会場
当日、7階催物会場で1,080円以上お買いあげの先着200名さまに、
「日向夏ドリンク（1本）」を差しあげます。
協賛：宮崎県物産貿易振興センター ※数量に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

ふわふわの生地に、
とろとろの角煮がベストマッチ。
［長崎/岩崎本舗］長崎角煮まんじゅう 401円（冷凍/1個）

大正11年創業。香ばしく焼いた餅の中には粒あんがたっぷり。
 新登場  実演［福岡/かさの家］梅ヶ枝餅 651円（5個入）

［長崎/みろくや］
長崎ちゃんぽん袋入 徳用袋 1,361円
（5人前）

新登場  ［福岡/さかえや］
さつまいものソフトかりんとう 1,080円
（440g）

実演［沖縄/具志堅商店］
黒糖アガラサー 221円
（1個）

［佐賀/村岡総本舗］
特製切り羊羹 各801円
（紅煉・挽茶・小倉/各250g）

実演［福岡/豊島蒲鉾］
さつまいもれんこん天 320円
（1枚）

実演
［佐賀/佐が家］
佐賀牛大盛り
サーロイン
ステーキ弁当
各日20点限り 
3,240円
（1折）

実演
［鹿児島/うなぎ舎819
-薩摩川内市-］
鹿児島県産新米
こしひかり使用
薩摩川内うなぎ弁当
3,024円
（松/山椒付/1折）

実演
［大分/
吉野とりめし保存会］
宮崎県産
こしひかり使用
鶏づくし弁当
1,080円
（1折）

［佐賀/平田椅子製作所］
人にやさしい椅子POSA
〈ポーザ〉  129,600円

●10月28日（火）～11月3日（月・祝） 〈7階・6階会場の最終日は午後5時閉場〉
●7階催物会場・6階イベントサロン・5階特設会場・1階アトリウムコート
※天候などの影響により、産地変更や入荷のない場合がございます。※加工品の素材には、九州産以外の素材を使用して
いる場合がございます。※写真は調理例・盛付け例・イメージの商品もございます。※工芸は現品限りの商品もございます。

 7階 催物会場 

 6階 イベントサロン 

［福岡/桐
き り

里工房］
焼桐ミニ仏壇 
194,400円

※仏具は別売りです。
※お渡しは、約1カ月後
となります。

［福岡/古典木工］
屋久杉仏壇 光明 
388,800円

高さ60㎝）

各地の味わい、詰め込んで 秋の弁当特集

［福岡/桐
き り

里工房］
焼桐御仏壇 1,944,000円

※仏具は別売りです。
※お渡しは、約3カ月後となります。


