
Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。
© 2017 ISETAN MITSUKOSHI

〈クリニーク〉3ステップ スターターズ セット
8/4（金）から数量限定販売  ●1階クリニーク

〈ミスキョウコ〉期間限定販売会
●8月2日（水）～8日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈イグロ＋インディ〉＆ヨーロッパキッズウエア
セレクションスペシャルサマーセール
●8月2日（水）～15日（火）〈最終日午後5時終了〉
●5階キッズステージ

“ふきとり美容”で角質ケア。クリニークおすすめのベーシック
ケアが体験できるセットです。
q〈クリニーク〉
3ステップ 
スターターズ セット
・・・・・・・・・・・・4,212円 
※セット内容など詳しくは
　係員にお尋ねください。

〈アラジン〉
グラファイト グリラー販売会
●8月2日（水）～8日（火） ●7階キッチン
熱源が上部のみに配置され、焼き網の下に水トレイが
ある事で不要な油は下に落ちてカロリーカットでヘルシー!
q〈アラジン〉
グラファイト グリラー
・・・・・・・・・・・・34,560円 
ＣＡＧ-Ｇ13Ａ、
Ｗ55×Ｄ31×Ｈ31.4㎝、
1300Ｗ

外反母趾や幅広などで足に
フィットする靴をお探しの女性に
おすすめのオシャレな4Ｅ幅の
コンフォートシューズ。
q〈ミスキョウコ〉婦人シューズ
①・・・・・・・・・・・・17,604円 牛革
②・・・・・・・・・・・・14,688円 豚革/ナイロン

様 な々動物のイラストが楽しい
アイスランドブランド〈イグロ＋インディ〉を
はじめ、ヨーロッパの数々のブランドが
揃うスペシャルサマーセール!

※写真はイメージです。
※写真は
　イメージです。

8月8日（火）～13日（日）は、お盆用品・
お盆用生花を販売いたします。

花の日特別セール販売会
●8月2日（水）～7日（月）
●2階フラワーショップ・地下1階地下鉄連絡口

「花の日」を記念して
期間限定で切花、
花鉢を特別価格にて
販売いたします。①

②
〔出品ブランド〕
ｉｇｌｏ+ｉｎｄｉ  ｍｉｓｚｋｏｍａｓｚｋｏ  
Ｓｔｕｒｅ＆Ｌｉｓａ  Ｌｉｌｙ-ｂａｌｏｕ

●8月2日（水）～7日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

ヨーロッパ各国のお洒落な雑貨を中心に幅広くご用意いたしました。
厳選されたヨーロッパ各国の品 を々お楽しみください。

200年前に英国王室で流行してから
今に至る漆黒のモーニングジュエリー。
⇧〈ヴィクトリアンジェット〉
ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・129,600円
長さ約42㎝、日本製

世界的コンクールで18年間
連続大賞受賞作家の逸品。
⇨〈カリン・デ・ロレンツォ〉
テディベア「ホリー」
・・・【1点限り】1,620,000円
アルパカ、約30㎝、
ドイツ製

著名なメゾンとのコラボでも
活躍する〈バビロン〉。
⇧〈バビロン〉
ネックレス・・・20,520円
長さ約40ｃｍ（アジャスター7ｃｍ）、
フランス製

素材の
クオリティを大切にした
100年以上の歴史ある
ガレットをご賞味ください。
⇨〈サンミッシェル〉ガレット
・・・・・・・・・・・・1箱 519円 150ｇ、フランス製

⇧〈チェーンブリッジ〉
英国ブランド
花柄ＵＶ婦人帽子
・・・・・・・・・・・・・・・12,960円
表面：綿・麻、裏面：綿100％、
日本製

⇨〈アミーナ〉マクラメ ベスト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】172,800円
綿100％、ルーマニア製（英国製レース糸使用）

⇩マトリョーシカ
・・・・・・・・・・・・・6,264円 
　　　 ブナ材、ロシア製

⇧シルバー台
マーカサイト
リング各種
各 5,400円 
タイ製
⇦
〈イーネオヤ〉
ストール
16,200円 
ナイロン、
ポリエステル、
28×88ｃｍ、
トルコ製

⇧〈アイリッシュドレスデン〉
キティのハッピーデー＆
子羊のバーバ特別企画セット
・・・・・・・・・【10セット限り】30,240円 
磁器、キティ：Ｗ10×Ｈ12×Ｄ8.5ｃｍ、
バーバ：Ｗ10×Ｈ7.5×Ｄ5ｃｍ、
アイルランド製
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別
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⇧〈レイチェル・エレン〉
①ヘアクリップ 6本入各 1,296円
②ヘアゴム・・・・・・4本入各 1,080円
ともにデザイン：英国、制作：中国

作者の生誕から
150周年を迎えた
「ピーターラビット」。
有名メーカーとの
コラボグッズなどをご紹介いたします。
　〈ピーターラビット〉
ＳＥＩＫＯ電波時計・・・16,200円
直径35ｃｍ、ムーブメント：タイ製、組立：中国

〈Kumush〉スウィーツデコ
●8月9日（水）～21日（月）
●8階催物会場
〈受付は各日午後5時30分まで、
最終日受付午後4時まで〉

〈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。

第2弾ガーゼパジャマ
●8月4日（金）～8日（火）  
●5階ミキハウス

対象のガーゼパジャマに限り3,240円となります。
※お買いあげはお一人さま1点のみ。
※数量限定につき、なくなり次第終了いたします。詳しくは係員にお尋ねください。

▶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
◎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）

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

ご予約制

ご予約優先

ご予約優先

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!
●好評開催中! 8月21日（月）まで 
●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。

ご予約受付中〈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

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。

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！
▶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

　　　〈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
●好評開催中！ 8月8日（火）まで
●５階エスカレーター横特設会場
〈最終日午後５時終了〉

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。

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。

ダンボール鉄砲作り
●好評開催中！ 8月4日（金）まで・
　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 ※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
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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
ホ シ ミ ツ の 夏 休 み は 楽 し い コト 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〉
※事前に店頭でご予約を受付しております。予めご了承くださいませ。

◎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）

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。

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により焼ペンで
お名前・生年月日・メッセージを書き込んでいただけます。

※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。

※本展で販売する商品は、ヨーロッパ製以外にヨーロッパに本拠を置く会社が製造または輸出したヨーロッパ製以外の製品、
　ヨーロッパの原材料を用いたヨーロッパ以外で製造された製品、ヨーロッパの伝統的な製法技法を忠実に再現した製品が含まれます。

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）

8月1日（火）から
5階おもちゃレジカウンターで販売開始

②

①


