
キッズフロア イベントのご案内

店舗休業日の
お知らせ

星ヶ丘三越・名古屋栄三越・ラシックは、
8月22日（火）・29日（火）を店舗休業日とさせていただきます。

※価格はすべて税込です。

5Ｆ キッズフロア イベントのご案内
夏休みのホシミツは楽しいイベントがいっぱい!夏休みのホシミツは楽しいイベントがいっぱい!

ＴｓｕｎａｇａTTe by 桜梅桃李
「世界にひとつだけのＢＡＢＹ＆ＫＩＤＳ
  手形・あんよ木製プレート」
●8月11日（金・祝）～15日（火） ●5階イベントスペース
〈受付は各日午前10時30分～午後5時30分まで、
  最終日受付午後4時30分まで〉

マニュモビールズのモビール展
●8月9日（水）～16日（水） ●5階特設会場

▶手形・あんよプレート（木製・飾り台付）
0～6歳・・・・・・・2,700円 7～10歳・・・・・3,240円
11歳以上・・・・3,780円
※産院でとられた手形・足形もご利用いただけます。コピーをお持ちください。
◎所要時間約30分（保護者同伴でお願いいたします。）
◎ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-783-1111（大代表）

［商品の一例］ ◎海の仲間たち・・・3,543円

◎参加費：1,080円～2,160円

ワークショップ体験会開催
●8月9日（水）～16日（水） ●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付午後4時まで〉
10種類以上のモチーフからお好きなキャラクターを
選んで、その場でモビール作りが体験できます。

赤ちゃんのお肌の水分チェックや夏の
肌トラブルのケア方法をご紹介いたします。
※当日はバスタオルをお持ちください。
◎お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

サンキャッチャー作り
●8月15日（火）・16日（水）
●5階エスカレーター横特設会場
〈受付は各日午後5時30分まで、
  最終日受付午後4時まで〉
クリスタルガラスを使った
インテリアアイテム
「サンキャッチャー」を作ってみよう！
◎参加費：1,080円から

※写真はイメージです。

※写真は
　イメージです。

※写真は
　イメージです。

※写真はイメージです。

◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

〈アシックス〉お子さまの足の計測会
●8月19日（土）
　午前10時30分～午後1時・
　午後2時30分～午後5時
●5階こども靴コーナー

〈ママ＆キッズ〉
ママとベビーのスキンシップ体験会
●8月6日（日） 午前11時～・午後1時30分～ 
●5階特設会場

親子で書道体験会 秀花書道教室 
●8月5日（土）
　午前10時～正午・午後1時30分～午後4時
●5階イベントスペース
年齢に応じたお手本をもとに順番に
指導いたします。毛筆・硬筆をお選びください。
◎参加費：お一人さま 500円
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

ご予約制

ご予約制

スネイルズはお子さまにもお使いいただける
水溶性ネイルカラー。水やぬるま湯で
洗い流して落とせます。１日だけの
ネイルカラーを楽しんでみませんか？
◎参加費：501円　◎所要時間約5分
※カラーリング（スネイルズ使用）＋アート２本ネイルシール

〈ネイルズユニーク アルティミッド〉
キッズネイル体験会
●8月5日（土）・6日（日）
　各日午前11時～正午・午後1時～午後5時
●5階エスカレーター前特設会場

素敵な思い出を形に残すプレート。
手形・足形をとり、職人が切り取った
ひのき材の形にお客さまご自身が焼ペンで
お名前・生年月日・メッセージを
書き込んでいただけます。

アクセサリー作り
●8月17日（木）～21日（月） 
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、
  最終日受付午後4時まで〉

好きなパーツを
選んで、
自分だけの
アクセサリーを
作ろう！

専門スタッフが専用の
計測器を使って
お子さまの足を測ります。

ご予約優先 ご予約優先

5F
〈む～のんのん〉
なりきりプリンセス撮影会
●7月22日(土)・23日（日） 
　各日午前10時～正午・午後1時30分～午後5時
●5階キッズステージ
女の子の憧れ♪フォーマルドレスを着てお姫さま気分に♪
◎所要時間：お一人さま約20分
※ドレスサイズは100～150cmをご用意しております。
※当日はカメラ・靴下をお持ちください。
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

〈む～のんのん〉ドレス・ワンピース販売会
●7月19日（水）～8月1日（火） ●5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉

パッチンとデコレル!
オリジナルネームホルダーを
つくろう!
●7月26日（水）～8月21日（月）  ●5階おもちゃ
本体プレートにマスコットや文字をパッチンと
飾り付け。かわいいネームホルダーが作れます。
◎参加費（材料費込）：511円から
※写真のネームホルダーは各611円。

※写真はイメージです。

キャンディビーズ体験会
●7月29日（土） 午前11時～
●5階イベントスペース
キャンディビーズで
かわいいブレスレットを作ろう。
◎参加費無料
◎先着50名さま ◎対象年齢6歳以上
※定員になり次第、締切らせていただきます。

◀トンころガッタン・・・・・4,860円　◎対象年齢2歳以上

EVENT くもん実演販売
●8月13日（日） 午前11時～午後4時随時開催
専門スタッフによる知育玩具実演販売を
開催いたします。

くもん知育玩具フェア
●7月26日（水）～8月21日（月） ●5階おもちゃ

ファミリアの人気者
「ファミちゃん」がやってくる!
各回先着30名さまに
「風船」をプレゼント!
●7月29日（土）・30日（日）
　各日午後1時～・午後3時～
●5階ファミリア

ルームフレグランス作り
●8月11日（金・祝）～16日（水）
●5階特設会場
〈受付は各日午後5時30分まで、
  最終日受付午後4時まで〉

自分で香りを調合して、
世界で一つの
ルームフレグランスを
作ってみよう。
◎参加費：1,080円から

ダンボール鉄砲作り
●7月31日（月）～8月4日（金）・
　8月6日（日）～10日（木）
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉
ダンボールで鉄砲を作って射的に挑戦しよう。
◎参加費：540円

おらないオリガミ
●8月19日（土）・20日（日） ●5階特設会場
〈受付は各日午後5時30分まで、
 最終日受付午後4時まで〉

レザークラフト教室
●8月9日（水）～13日（日） ●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付午後4時まで〉

革に好きな模様を刻印、
染色して自分だけの
革製品を作ろう！
◎参加費：1,296円から

※写真はイメージです。

動物や恐竜など楽しいモチーフが大集合！
夏のお出かけを親子お揃いで楽しんで！

化石発掘!
●8月16日（水） 
●5階イベントスペース
〈受付は午後4時まで〉
本物のアンモナイトの化石を
自分で掘り出そう！
◎参加費：1,620円 
◎先着60名さま

消しゴムハンコ
●8月17日（木）・18日（金）
●5階エスカレーター横
　特設会場
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉

▶キッズＴシャツ・・・1,728円から 80～135cm
大人Ｔシャツ・・・・・・・・・2,052円から SS・S・M

縁日の楽しいイベントを開催！ 
みんなで遊びにきてね。
◎参加費（1回分）：100円

ちびっこ縁日
●8月11日（金・祝）～13日（日）
●５階エスカレーター横特設会場

スウィーツクレイデコ
●7月30日（日）・31日（月）・8月21日（月）
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付午後4時まで〉
本格的にクレイで作るスウィーツデコ。
星ヶ丘三越初登場。 
◎参加費：1,080円から

ポーセラーツ体験
●8月17日（木）～19日（土）
●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉
今しか残せないお子さまの手形を、
お皿にデザイン。思い出づくりに
親子で参加いただけます。
◎参加費：2,160円から

絵本読み聞かせ会
●8月20日（日） 
　午後2時～・午後4時～
●5階わくわくランド

2018三越の
新入学ランドセル
ご予約承り会
●好評開催中!
●5階イベントスペース

星ヶ丘三越で「ランドセル」をお買いあげの方に
「学習机」をご優待価格で販売いたします。

［特典］

※詳しくは係員にお尋ねください。

ご予約受付中

◎所要時間：各講座 約３０分
◎定員：各日１組４名さままで
・肌着の着せ方、選び方講座
・沐浴講座
・赤ちゃんの寝具の選び方講座
・エルゴベビーキャリア着用講座 
※初めてご出産の方、
　２０～３１週の方を対象とさせて
　いただきます。
◎ご予約・お問合せ 
　ＴＥＬ/０５２-７８３-１１１１（大代表）

〈ミキハウス〉
ベビーサロンプレママセミナー
●８月１２日（土）・１３日（日）・26日（土）・27日（日）
　各日午前１０時３０分～
●5階ミキハウス ベビーサロン

ご予約制

三越伊勢丹オリジナルを
はじめ、有名ブランドの
ランドセルを取り揃えております。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

消しゴムハンコ作家がハンコを
作ってくれます。  
◎参加費：540円から

※写真はイメージです。

みんな大好き！ ホシミンを探して
お菓子をゲットしよう！

●7月19日（水）～8月31日（木） ●1階コスメティックサロン
※8月22日（火）・29日（火）は店舗休業日。

〈コムサイズム〉
こども祭り「ワッショイ」
●7月21日（金）～23日（日）・
　8月11日（金・祝）～16日（水）
●2階コムサイズム

「おもちゃ釣り」「輪なげ」「射的」など
縁日気分で楽しんでいただける
イベントを開催！ 
ぜひ、ご家族でお楽しみください。

期間中、
キッズ商品を
お買いあげの方は、
縁日でお馴染みの
お菓子などが当たる
「千本引き」にご参加
いただけます。

型抜きフェルトを使ったカラフルなハロウィン
オーナメントを簡単にお作りいただけます。
◎参加費：3,456円  ◎先着3名さま

※写真はイメージです。

各階でもキッズフェスティバル開催!
1F

〈シェアパーク〉
「ＥＮＮ-ＮＩＣＨＩ」
●8月11日（金・祝）～16日（水）
●2階シェアパーク

2F 〈キミコワカツキ〉
夏休みキッズフェア
●7月26日（水）～8月21日（月）
　各日午前10時～午後5時
●4階 キミコワカツキ

4F2F 7F 7F

親子はもちろん、
お友達と一緒に、
オリジナル
アクセサリーを
作ってみませんか？
◎キット 
3,240円から
※写真はイメージです。

親子で
アクセサリー作り体験会
●8月23日（水）～28日（月）
　各日午前10時～午後6時
●7階特設会場

〈ホビーラホビーレ〉
1dayレッスン

「ハロウィンオーナメント」
●8月10日（木） 午前10時30分～午前11時30分
●7階ホビーラホビーレ

イチゴのネックレス、ブローチ＆ヘアピン
などを作ります。
◎参加費：
　864円から
◎所要時間
　約30分

※写真はイメージです。

※写真は
　イメージです。

期間中、1階コスメティックサロン内に
かくれている「遊園地ホシミン」を
3体以上さがしてくれたお子さまに
「ミニ菓子」をプレゼント。
さらに「パパ・ママホシミン」を
見つけてくれたキッズの
パパ・ママには対象ショップの
化粧品サンプルをプレゼント。
※サンプルプレゼントは1グループ1回限り。対象ショップでのお渡しとなります。
※詳しくは係員にお尋ねください。

※写真はイメージです。

〈クラウンバンビ・ジップワークス〉
家族でおそろいＴシャツ期間限定販売
●7月26日（水）～8月8日（火） 
●５階エスカレーター横特設会場
〈最終日午後５時終了〉

これから出産準備を始められる方におすすめの
お得なアイテムセットもご用意しております。

2017 星ヶ丘三越 
夏休みキッズフェスティバル
2017 星ヶ丘三越 
夏休みキッズフェスティバル

◎参加費：864円から

「おらないオリガミ」ってなんだろう？
新感覚アートに挑戦してみよう。

◎参加費：700円から



会場にかわいいゆるキャラも応援にやってくる！
一緒に記念撮影をしよう！

東山動植物園からのご案内

※各日：午前9時～午後8時(閉園午後8時30分)

大人 500円　中学生以下 無料
※名古屋市内在住の65歳以上の方100円

大人気イベントのナイトZOO＆ＧＡＲＤＥＮ
少し涼しくなった夏の夜に幻想的にライトアップされた
園内では、昼間とは違った雰囲気の動植物園が
楽しめるスペシャルチャンス！

※各回30分程度 ※日程は変更になる場合がございます。
お問合せ：052-782-2111(代表)

65 日土4金 1513 火日12土11祝金.82017

8月11日(金・祝)
午前11時/
午後1時/
午後3時

名古屋市緑区
おけわんこ

尾張旭市
あさぴー

知立市
ちりゅっぴ

8月18日(金)
午前11時/
午後1時/
午後3時

岐阜県 東白川村
つっちー＆のこりん

8月11日(金・祝)
午後1時/
午後3時

 ダンボー
ル動植物

園会場に

ズーボも

やってくる
！

来場日時

８月９日(水)
午後2時予定 ©Nagoya City

8月11日(金・祝)
午前11時

階 催 物 会 場8
夏休みキッズフェスティバル 特別企画夏休みキッズフェスティバル 特別企画

〈Kumush〉スウィーツデコ
●8月9日（水）～21日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉
〈Ｋumush〉のオシャレスウィーツデコは
パーツ乗せ放題。
◎参加費：864円から ※写真はイメージです。

「ＭＯＭＯ」バルーンアートLIVE!
●8月13日（日）・20日（日）〈受付は午後5時まで〉
2016年バルーン世界大会3位の
実力者「MOMO（モモ）」が来店。
お好きなバルーンをその場で作ります！
※ＷＢＣ（ワールド バルーン コンベンション）
　ウインドウディスプレー部門

◎参加費：648円から ※写真はイメージです。

実験×アート!（白衣を着て科学者気分♪）
●8月9日（水）～16日（水）
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉

オレンジオイルのリモネンで
発砲スチロールを溶かして
アートフレームを作ろう！
◎参加費：1,296円から

※写真はイメージです。

本物そっくり! 
飾りパン作りとデコパン体験
●8月18日（金）～20日（日）
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付午後4時まで〉

小麦粉、砂糖など本物のパンと同じように作る
飾りパン。成形したり、デコったり。
お好きなパンを選んでね。
◎参加費：1,080円から※写真はイメージです。

プルプルジェルキャンドルで
オリジナルキャンドルを作ろう!
●8月9日（水）～21日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付午後4時まで〉
グラスにスプーンで自由に砂を入れ、
貝やガラス細工をトッピングしたら出来上がりです。
◎基本作成キット
（グラス・芯・ジェル・17色の砂・
貝・小石・樹脂製蓋付）
・・・・・・・・・・・・・1,458円から
◎オプションパーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54円から
◎対象年齢2歳から ※写真はイメージです。

木工教室
●8月17日（木）～21日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付午後4時まで〉

お部屋をカッコよくするネームプレートや
貯金箱、ティッシュＢＯＸを作ろう。
◎参加費：1,080円から ※写真はイメージです。

ハーバーリウム体験
●8月9日（水）～21日（月）
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉
インテリアにもなる植物標本は、
夏休みの自由研究にもぴったり。
◎参加費：1,620円から
※写真はイメージです。

〈氷菓処にじいろ〉
日光天然の氷 四代目徳次郎 期間限定販売
●8月9日（水）～21日（月）〈最終日午後5時終了〉

天然氷の繊細な
食感を引き立てる
自然の優しい
味わいの品々です。
⇨日光天然の氷 
かき氷 
四代目徳次郎監修
栃木県産
とちおとめいちご 
1杯 901円
●山形県産
まぁるい甘さの甘麹 
1杯 981円
※写真はイメージです。
　実際の器、盛付けとは
　異なります。

〈神戸ピッコロ〉
ちっちゃいたいやき 
期間限定販売
　●8月9日（水）～21日（月）
　　〈最終日午後5時終了〉

⇦〈神戸ピッコロ〉
ちっちゃいたいやき
（カスタード他まぜまぜ）
15匹 571円

動植物

〈百姓れすとらん〉
豆乳仕立てのレアケーキ 　　  期間限定販売
●8月9日（水）～21日（月）
〈最終日午後5時終了〉

※乳由来原料
　不使用

大豆のチーズ、豆乳ヨーグルトで
作ったレアケーキです。
⇨〈百姓れすとらん〉
大豆のチーズ・豆乳ヨーグルトの
レアケーキ（プレーン）
4号サイズ 1ホール 1,944円
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