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この度、8階催物会場では「星ヶ丘三越 星選会」を
記念してスペシャルセールを開催いたします。

日頃のご愛顧に感謝して、この夏に活躍するアイテムを
厳選した品揃えでお届けいたします。
ぜひ、この機会にご来場賜りますよう、
心よりお待ち申しあげております。

星ヶ丘三越 星選会 特別企画

ご愛顧感謝
スペシャルセール
5月16日（水）～21日（月）  8階催物会場

〈最終日午後5時終了〉

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。

洗練された暮らしの今へ
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車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時

※ボーナスポイントは、本キャンペーンにつきお一人さま1回限り進呈いたします。
※本会員さまとご家族会員さまのカードごとのご利用額が対象となります。（ご家族カードを含めた合算ではありません）
※ボーナスポイントは口座単位でお付けいたします。※仮カードはキャンペーン対象外とさせていただきます。
※ボーナスポイントの進呈は、5月末の予定です。エムアイポイントサイト（www.mipoint.jp）のポイント履歴にてご確認いただけます。
※一部ブランド品、商品券などの金券類、工料・送料・消費税等のお買いあげは本キャンペーンの加算対象外となります。

　　　　　　　　　上記期間中、星ヶ丘三越にて「エムアイカード」のご利用で
お買いあげ20,000円（税込）以上の方にもれなく、ボーナスポイントを500ポイント進呈いたします。

星ヶ丘三越限定

食品・セール品の
お買いあげも対象

5 日 間 限 り

エムアイカード“ボーナス”ポイントキャンペーン
●5月16日（水）～20日（日） ●各階

〈ピーナッツ〉フェア
●5月16日（水）～22日（火）
●2階ニューズスクエア ファッションパーツ
世界中で長年愛されているピーナッツの仲間たち。
スヌーピーを中心に、持っているだけで楽しくなるような
グッズを集めました。プレゼントにもピッタリです。
r〈ピーナッツ〉ポーチ・・・・・各1,296円 ポリエステル100％

〈ヴァンドーム青山〉
期間限定アイテムフェア
●5月16日（水）～22日（火） ●2階ヴァンドーム青山

45周年を迎える
ヴァンドーム青山。
女性誌「CLASSY」
5月号掲載アイテムの
シトリンシリーズなどを
期間限定でご用意
いたします。

q〈ペダラ〉
サンダル
・・・各 20,520円
牛革 qswing circle

・・・・・・356,400円
和紙・綿・その他繊維

靴選びでお悩みの方に向けデジタル計測器による
足型計測会。お子さまの足型計測も承ります。
※測定器に直立した状態での計測が必要です。
◎ご予約・お問合せ TEL/052‐783‐3196 担当/大原・久野

〈アシックス〉足型計測会
●5月16日（水）1日限り
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

この作品は
空間で揺らめき、
その影は光や
時間と共に
刻一刻と変化して、
穏やかな時を
演出します。

木下幸子テキスタイルアート展
●5月16日（水）～22日（火）
●4階エスカレーター横特設会場

e〈ヴァンドーム青山〉
①K１８YGリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159,840円
シトリン、シェル、11号（13・15号はお取り寄せ）
②K18YGネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86,400円
シトリン、シェル、チェーン長さ50㎝〈スライドアジャスター〉、
トップ長さ約1.3㎝
③K18YGイヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54,000円 長さ4㎝

①

②③

qブラウス・・・・・・・・・・・・19,440円 
ポリエステル100％、M～L

e〈キミコワカツキ〉
ジャケット・・・70,200円 絹・その他繊維
ベスト・・・・・・・・56,160円 レーヨン・その他繊維
スカート・・・・・29,160円 レーヨン・その他繊維
※小物は参考商品。
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ピンタックとステッチ刺繍を組合せた
表情豊かなブラウスです。
r〈ヤッコマリカルド〉
ローンブラウス・・・・・・・・・・・・28,080円 
綿100％、1（M～L）・2（L～LL）

w①ブラウス・・・・・・8,640円 
②パンツ・・・・・・・・・10,800円 
ともに綿・麻、M～L
③ロングブラウス
・・・・・・・・・・・・・・14,040円 
麻100％、M～L

r〈東京西川〉
タオルケット・・・・・・・・3,240円 
綿100％、140×190㎝

q〈東京西川〉
綿サッカー
パッドシーツ
・・・・・・・・・・・・・各 4,104円 
表生地・詰物：綿100％、
裏生地：ポリエステル100％、100×205㎝

q①バスマット各種・・・1,944円 
パイル部分：ポリエステル100％、約45×70㎝

②ロングマット各種・・・・5,832円 
　パイル部分：ポリエステル100％、
　　約45×240㎝

wインポート
ワンピース
①・・・・・・・・13,500円 
ポリエステル・ポリウレタン、
M～L、フランス製

②・・・・・・・・10,800円 
本体：ポリエステル、
別布：ポリエステル・
ポリウレタン、
M～L、フランス製

NIPPON特集

天然素材

夏のブラウス特集

インポート

q①Ｋ18ＷＧダイヤモンドリング・・・・・・302,400円 Ｄ＝計0.40ｃｔ
②Ｋ18ＷＧダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・324,000円
Ｄ＝計0.94ｃｔ、チェーン長さ42㎝〈スライドタイプ〉　　　※写真の品は現品限りです。

w①Ptルビーリング
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・302,400円
Ｒ＝1.00ｃｔ、Ｄ＝計0.60ｃｔ

②Ｐｔエメラルドリング・・・86,400円 
Ｅ＝計0.25ｃｔ、Ｄ＝計0.08ｃｔ

③Ptサファイアペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・108,000円
Ｓ＝計0.95ｃｔ、Ｄ＝計0.09ｃｔ、チェーン長さ42㎝〈スライドタイプ〉
④Ｐｔパライバトルマリンペンダント・・・・・・・・・162,000円
ＴＲ＝0.13ｃｔ、Ｄ＝計0.31ｃｔ、チェーン長さ42㎝〈スライドタイプ〉
※写真の品は現品限りです。

　〈サロン・ド・アルファード〉かごバッグ
・・・・各 21,384円 天然素材（水草）・その他繊維、
①W37×H19×D15㎝
②W41×H24.5
　×D13㎝

〈サロン・ド・アルファード〉

w〈神戸サブリナ〉婦人コンフォートシューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【200点限り】3,240円均一 素材各種

w婦人スリッパ
各種【60点限り】
・・・・各 2,376円 

e〈東京西川〉
先染めしじらパッドシーツ
・・・【30点限り】3,240円均一
表生地：綿100％、裏生地・詰物：
ポリエステル100％、100×205㎝

q婦人ファッション5点セット各種
・・・・・・・・・・・・・・・【10セット限り】10,800円
［セット内容］◎ワンピース ◎レースブラウス
◎プリントTシャツ ◎パンツ ◎ストール　
素材・サイズ各種

5月16日（水）オープニングサービス 食
品 
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e①ポシェット
・・・・・・・・・16,200円 牛革・鹿革  
②長財布
・・・・・・・・・16,200円 鹿革・牛革

③ショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,040円 
鹿革・牛革、Ｗ24×Ｈ20×Ｄ2㎝

④トートバッグ・・・51,840円 
馬革・鹿革・牛革、Ｗ36×Ｈ26×Ｄ8㎝

印傳

w〈祇園らくや〉
ワンピース・・・・・・・・・・・・・・17,280円 
ポリエステル100％、フリーサイズ（M～L）
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「大人のためのファッションズックブランド」がコンセプトのキサスポーツ。
生地とラバー底の組合せは、他にないデザインと履き心地です。

w〈キサスポーツ〉婦人カジュアルシューズ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各 5,400円 素材各種

「おしゃれで履きやすい」をコンセプトにした、神戸発の婦人靴。
履きやすさだけでなく、デザイン性にもこだわりました。

q〈神戸サブリナ〉婦人コンフォートシューズ各種
① 12,744円  ② 19,224円 ③ 14,904円  ①③牛革 ②羊革

ご予約
優先

しっとりとした食感と濃厚な味わいが
自慢のチーズケーキです。

〈にんべん〉本がれ
かつお節 削り実演販売会

〈岐阜 平岡商店〉
八百津せんべい よりどりセール

e〈清月〉赤いサイロ
【お一人さま1箱限り/各日50箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱5個入 841円

w〈にんべん〉
本がれかつお節 削りたて
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g 398円

e〈岐阜 平岡商店〉八百津せんべい 
よりどり5袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円

初
企
画
!

5/16（水）～19（土）の限定販売

〈キミコワカツキ〉特集
5月16日（水）～18日（金） 3日間限り

qブラウス・・・・・・5,400円
綿・その他繊維、M～L

特別
出品

特別
出品

q①ＩＤＸ（靴・鞄）カスタムオーダー受注会
・・・・13,824円から ※お渡しまで約1カ月頂戴いたします。
②ＣＯＣＯＮアクセサリー各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円から 実演
③ＫｏＫｏ＆ｓtella（レディスウオッチ＆アクセサリー）
レディスウオッチ・・・・・・・・・・・・・・・・24,840円 実演
※写真の商品はすべて一例です。

〈ハートフル工房〉特別企画

靴・時計・アクセサリーなど・・・世界で一つの感動を。
あなただけのオンリーワンを作ってみませんか？

カゴ×イタリア製牛革のコンビ。大人の女性に
ぴったりなワンランク上のカゴバッグです。

軽く柔らかな鹿革に独特の光沢を持つ漆で
柄付けした伝統工芸品で、使い込むほどに
独特の風合いが増してきます。

本がれ
かつお節を
会場内で削りお詰めいたします。

5/16（水）・18（金）・19（土）の限定販売

電気刺激によって筋肉を
　　動かすテクノロジー。
　　　　　部位別ラインナップも
　　　　　さらに充実。

w〈ＳＩＸＰＡＤ〉アブズフィット2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27,864円
ＳＰ‐ＡＦ2212Ｆ‐Ｒ、リチウム電池

q
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星ヶ丘三越 星 選 会 5月16日［水］ー22日［火］ 各階
※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、
　販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。
※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。

〈柿安精肉〉夏の大感謝祭
●5月16日（水）～22日（火） ●地下1階柿安精肉

柿安精肉が贈る夏の大感謝祭。
期間中毎日、お買得商品をご提供いたします。

※写真はイメージです。

星 選 会
特別企画

↑国産黒毛和牛 ヒレステーキ用
・・・・・・・【20kg限り】100gあたり 1,500円 

●近江牛モモすき焼き用100gあたり 1,280円
など、感謝祭価格でご提供

5月16日（水）正午からの限定販売
●柿安本店 朝炊きしぐれ煮 販売会
・・・・・・・・・・・・・・【50パック限り】200g 1,080円 

5月16日（水）～19日（土）4日間限り
パックコーナー限定 切落し＆小間切れ 
10％増量セール開催!

豚の市開催！（2日間開催）
5月21日（月）・22日（火）2日間限り

柿安指定ブランド豚肉 感謝祭価格でご提供

→柿安焼肉感謝袋 【各日20袋限り】1袋 5,400円 
柿安お肉感謝袋 【各日20袋限り】1袋 10,800円 

柿安指定牧場牛「三重県産黒毛和牛」 
100ｇ 1,129円均一セール ※ヒレは除外とさせていただきます。

近江牛セール
開催！

柿安「にくの日」 スペシャルセール ↑国産黒毛和牛 
サーロインステーキ用
【お一人さま3枚限り/120枚限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚150g 1,500円 

夏の大感謝祭 特別企画

5月16日（水）・19日（土）2日間限り

5月16日（水）・17日（木）2日間限り

5月18日（金）～20日（日）3日間限り

5月19日（土）
ウイークエンドサービス

三越 味匠庵バイヤー厳選お取り寄せ美味特集
●地下1階三越＋北野エース 全国名店の味

↑〈東京 人形町 京粕漬 魚久〉
いろとりどり 四人家族
・・・・・・・・・【各日100袋限り】1袋 864円 

↑〈福岡 稚加榮本舗〉
お徳用辛子明太子切子
【各日80パック限り】1パック100g 1,080円 

↑〈北海道 えびそば一幻〉
えびそば（えび塩・味噌・醤油）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱各2食入 各 648円 

↑〈名古屋 日本料理 匠〉
星選会 夏の朴葉寿司
・・・・・・・・・・・・【各日20個限り】1人前 1,080円

↑〈広島 山豊〉
安藝菜（広島菜漬）・・・・・・・・250g 432円 

全国各地の美味をお取り寄せいたしました。 菓遊庵・プラスガトー お取り寄せ特集

〈宮田精肉店〉北海道「とかちポロシロ和牛」
期間限定販売 ●地下1階宮田精肉店

〈極み〉スイーツ期間限定販売
●地下1階ウイークリーデザート

↑〈愛媛今治 一福百果・清光堂〉
まるごとみかん大福
・・・・・・・・・・・・【各日50箱限り】1箱3個入 1,372円
■地下1階 菓遊庵

↑〈ダロワイヨ〉オペラギフト
・・・・・・・【各日50箱限り】1箱5個入 1,080円
■地下1階 プラスガトー

5/16（水）・19（土）限定販売
5/16（水）・18（金）限定販売

↑〈フルーツなかむら〉
メロン・・・・・・・・・・・・1玉 21,600円

↑北海道産十勝ポロシロ和牛 モモ焼肉用
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20kg限り】100gあたり 880円 

〈魚忠 魚河岸寿司〉夏の旬を味わう
握り寿司販売 ●地下1階魚忠 魚河岸寿司

↑夏の握り寿司盛合せ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日50折限り】1折 1,080円 

人気総菜＆お弁当

スパイスの香りが肩ロース肉の旨味と
脂の甘みにマッチします。
↑〈RF1〉
四元豚シルキーポークのハーブロースト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 789円
■地下1階 RF1

広島 尾道瀬戸田の郷土料理・たこづくし弁当です。
↓〈広島 はまや〉
たこづくし弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,512円
■地下1階 フードコレクション

星ヶ丘三越限定メニュー
期間限定販売

星ヶ丘三越 初登場星ヶ丘三越
初登場

星ヶ丘三越 初登場5/16（水）～18（金）
各日正午からの限定販売
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↓〈極み〉
①極みロール（プレーン）・・・・・・・・・・・1本 1,601円
②星ヶ丘限定珈琲ロール・・・・・・・1本 1,801円
③抹茶春苺ロール（カット）・・・1個 361円 新商品

﹇
商
品
の一
例
﹈

特別な生産者が1本の
木の中で1つの実だけを
残して育てた香り高い、
繊細な甘みの
メロンです。①

②

③

↑〈奈良 柿の葉すし本舗 たなか〉
柿の葉すし（鯖×3・鮭×2・鯛×2 計7個入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱 1,178円
■地下1階 下りエスカレーター前特設会場

星選会限定品星ヶ丘三越初登場

〈フルーツなかむら〉
静岡県産クラウンメロン
限定販売 ●地下1階フルーツなかむら

5月16日（水）
オープニングサービス



ファッションに、暮らしに、「快適」「ときめき」を添える
「夏のいいもの」を各階からご提案いたします。

星ヶ丘三越

星 選 会
5月16日［水］ー22日［火］  各階

定番のリベコリネンに刺繍を施したブラウス。
リベコ独自のソフトな風合いで着用するほど
肌になじむ素材です。
↑〈23区〉
ブラウス・・・・・・・・・・24,840円 麻100％、38
パンツ・・・・・・・・・・・・・17,280円 麻・その他繊維、36・38・40
※アクセサリーは参考商品です。
■3階 23区

透け感がエレガントな印象の
ロングカーディガン。
ストライプ柄のワイドパンツを合わせ、
シャープさもプラスしました。

↓〈コムサマチュア〉
ロングカーディガン・・・・・・・・・12,960円 
レーヨン・ポリエステル、M～L
Tシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,860円 
再生繊維（リヨセル）・綿、9・11号
パンツ・・・12,960円 麻・レーヨン、9・11号
※アクセサリーは参考商品です。
■2階 コムサイズム

大胆なマドラスチェックを使用した
セットアップ。
羽織カーディガンを合わせた
大人スタイルはカジュアルに
なり過ぎないのがポイントです。

↑〈インディヴィヴァイ〉
ロングカーディガン・・・・・・・・28,080円 
トリアセテート・ポリエステル、38
カット アンド ソーン・・・・・・・20,520円 
パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28,080円 
ともに綿・レーヨン、38
■3階 インディヴィ

期間限定販売

期間限定販売

新進気鋭のキモノデザイナー斉藤上太郎氏との
コラボレーションコレクション。
新しい和の洋服をお楽しみください。
←〈トピィーズ〉カット アンド ソーン
・・・・・・・・・・・・・・・32,400円 ポリエステル・ポリウレタン、40
■4階 トピィーズ

ジャケットの様なきちんとした印象のブラウスから
少しカジュアルなシャツまでバラエティ豊かに
揃いました。創業50周年を迎えたレリアンから
記念モデルもご用意しました。
↓〈レリアン〉
羽織ブラウス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91,800円 
再生繊維（リヨセル）・ポリエステル、9号
クロップトパンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31,320円 
ポリエステル・その他繊維、9号　　　　　　■4階 レリアン

スイムウエアも下着と同じ！ 
「着心地の良さ」
「ボディラインの美しさ」を
追求したワコールの
スイムウエアが
星ヶ丘三越にデビューです。
→〈ワコール〉スイムウエア
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各15,660円 
ポリエステル・ポリウレタン、9・11号
■3階 スイム＆フィットネス

ＨＡＮＲＯはスイスの高品質アンダーウエア
です。ハンロ定番の「ブラキャミソール」は
締め付けが少なく快適な着心地と美しい
シルエットを追求。その他、天然繊維の
インナーなどを取り揃えております。
ＰＲＥＳＥＮＴ
期間中、ハンロ商品を16,200円以上
お買いあげいただいた方、先着10名さまに
「オリジナルトートバッグ」をプレゼント。

〈ワコール〉ＨＡＮＲＯフェア
●5月31日（木）まで ●3階ワコール

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

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
シューズブランド「ミスキョウコ」が期間限定で登場。

ササッと履ける
新作クロスサンダルを、
31色+ホシミツ限定色（ホシミンカラー）の
全32色からお好みのカラーでオーダーを承ります。
↑〈バスクラフト〉クロスサンダル・・・・・・・・・・9,720円 
人工皮革、S～LL　※お渡しまで約2週間頂戴いたします。

〈ミスキョウコ〉期間限定販売
●5月16日（水）～22日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈バスクラフト〉
クロスサンダルカラーオーダー
●5月16日（水）～22日（火）
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

→〈ミスキョウコ〉
①サンダル
・・・15,660円 
牛革
②サンダル
・・・14,688円 
牛革・豚革・合成皮革
③シューズ
・・・16,632円 
牛革・化繊メッシュゴム

①
②

③

↑①〈ピエール〉ミュールサンダル・・・・・・10,800円 合成皮革
②〈ガイモ〉サンダル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円 やぎ革
③〈ガイモ〉サンダル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円 やぎ革
④〈ナチェラライザー〉ミュールサンダル・・・14,040円 牛革
■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

この夏のベストシューズ 
この夏を楽しむスタイルにぴったりのベストシューズをご紹介。

この夏のトレンド、ミュールサンダルや
季節感あふれるジュートサンダル。

↓①〈パトリック〉スニーカー・・・14,040円 ナイロン・ベロア
②〈リーガル〉スニーカー・・・・・・・・10,800円 綿（キャンバス）
③〈ルコック〉スニーカー・・・・・・・・・・・7,020円 人工皮革
■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

毎日をオシャレで快適に過ごすための
ファッションスニーカー。

三河木綿刺し子織を使用し、
丈夫かつ洗練されたデザインの
〈Ｃａｂａｓ〉のバッグを
期間限定販売いたします。
←〈キャバ〉トートバッグ
① 12,960円 Ｗ22×Ｈ28×Ｄ22㎝
② 14,580円 Ｗ38×Ｈ22×Ｄ13㎝
ともに綿

〈キャバ〉ハンドバッグ期間限定販売

①

②

ホシミツ ビューティ 化粧品特集
紫外線が強くなる季節は美白※化粧水でしっかりケア ＆ とろみで潤う化粧水で夏肌ケア。

とろみで潤う化粧水で
夏肌ケア

美白※化粧水でしっかりケア

↓①〈カネボウ〉
カネボウ フロスティ ジュレ ローション
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円 40mL
②〈クリニーク〉
モイスチャー サージ ハイドレーティング 
ローション・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,264円 200mL
■1階 コスメティックサロン各ショップ

期間中、1階・2階化粧品対象ショップにて化粧水をお買いあげもしくはその他のアイテムを8,640円以上お買いあげの方に、
「素肌が喜ぶ美白※＆夏肌化粧水コンテスト」投票用紙をお渡しいたします。対象ショップの中から、お好きな化粧水に投票して
ください。人気ナンバー1の化粧水に投票いただいた方の中から抽選で5名さまに「人気ナンバー1化粧水」をプレゼント。
※詳しくは係員にお尋ねください。※プレゼントする化粧水のサイズはショップによって異なりますので予めご了承ください。
※美白・ホワイトニングとはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと。

素肌が喜ぶ美白※＆夏肌化粧水コンテスト  ●5月16日（水）～22日（火）

名古屋三越コスメティッククラブカード

星ヶ丘三越限定・エムアイカード会員さま限定

●5月16日（水）～22日（火） ●1階コスメティックサロン・2階コスメティックガーデン・7階ハウス オブ ローゼ
上記期間中、ナゴミクラブカードにてお買いあげの際、「エムアイカード」をご提示ください。お買いあげ100円（税別）毎に

10ポイント進呈のところ、期間中は1.5倍のお買いあげ合計金額換算でポイント付与いたします。
※期間中、何度でもご利用いただけます。

千年以上の歴史を誇る鞄の産地・兵庫県豊岡市。デザイン・素材・製法
など、職人のこだわりを感じられる鞄を期間限定で販売いたします。
→〈豊岡鞄〉TUTUMU
①トートバッグ
・・・・・・・・17,280円 
ナイロン・牛革、
W42×H24×D22㎝
②エッグバッグ
・・・・・・・・25,920円 
ナイロン・牛革、
W26×H42×D14㎝
③バケツバッグ
・・・・・・・・24,840円 
ナイロン・牛革、
W26×H22×D18㎝

④〈豊岡鞄〉
木和田正昭商店
ショルダーバッグ
・・・・・・・・10,800円 
帆布PUコート・牛革、
W20×H23×D6㎝

豊岡鞄 POP UP SHOP  
●5月16日（水）～22日（火） ●6階エスカレーター横特設会場

シャツ感覚ジャケットの軽量・清涼感のある夏コーディネート提案です。
→〈23区オム〉
ジャケット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34,560円 ナイロン・その他繊維、46・48・50
カット アンド ソーン・・・・・・・・・・10,800円 綿100％、46・48・50
パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,520円 綿・その他繊維、46・48・50　■6階 23区オム

エレガントでさりげないデザインが特徴の
スイス製ウオッチ。タイムレスなデザインは
大切な方へのギフトにもおすすめです。
↑〈ビクトリノックス〉ウオッチ（マルチツール付）
①レザーベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,800円 
②ステンレスベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71,280円
ともにクォーツ、直径40㎜、10気圧防水　■6階 ビクトリノックス

創業150年。英国ロンドン・メイソンピアソン社の製品は
すべてが熟練職人によるハンドメイドです。
そのこだわりと希少性は、世界のトップヘアスタイリストや
女優たちに評価されています。
↓〈メイソンピアソン〉ヘアブラシ
①・・・12,960円 猪毛　②・・・18,360円 硬質猪毛
ともに酢酸セルロース・天然ゴム、17.2×5.1㎝
■6階 メンズファッションパーツ

①

①

②

②

①

②

④

③

デニム調素材で、
軽量＆ファッショナブル

星ヶ丘三越初登場！

↑①〈RMK〉 スキンチューナー ブライトニング C
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,104円 160mL、医薬部外品
②〈資生堂〉バイタルパーフェクションホワイトRVソフナー
エンリッチド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円 150mL、医薬部外品
③〈デコルテ〉コスメデコルテAQホワイトニング ローション
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円 200mL、医薬部外品
④〈クレ・ド・ポー ボーテ〉シナクティフ ローションイドラタント
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,600円 125mL、医薬部外品
■1階 コスメティックサロン各ショップ

気軽にたっぷり使える
ブライトニング用保湿液！

ひんやりとした
ジュレが角層まで
うるおいを浸透

潤いが角層まで届き
たっぷり保湿する
とろみ化粧水

コウジ酸の美白※有効成分と
ローションマスクのような保湿感

清らかな水のような感触で
優れた保湿力の保湿液

キメが整ったふっくらうるおい肌に導く
薬用エイジングケア※美白※化粧水

※美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと。※エイジングケアとは年齢に応じたお手入れのこと。

〈ストッケ〉フェア 
SEATING COLLECTION  
●5月16日（水）～29日（火） 
●5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉

〈エイデンアンドアネイ〉
POP UP SHOP
●5月16日（水）～29日（火） 
●5階エスカレーター横
　特設会場

人気の大判おくるみブランド
「エイデンアンドアネイ」の
シルキーソフトスワドルは
竹を原料にしており、
なめらかな肌触りが
夏にピッタリです。
→〈エイデンアンドアネイ〉
シルキーソフトスワドル
トゥッティフルッティ
（3枚入）・・・・・・・・・・・・・・・・・5,616円 
レーヨン100％、120×120㎝

ＰＲＥＳＥＮＴ
上記期間中、5,400円以上
お買いあげの方に、
オリジナルノベルティをプレゼント。

星選会でのみ販売の特別セット！

ダイアナ元妃没後20年を追悼して作られたメモリアルベアです。
←〈ハーマン シュピルバーレン社〉ダイアナ クイーンオブハート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3体限り】64,800円 モヘヤ、高さ35㎝、ドイツ製

オプションなしで新生児から
高い快適性と前向き抱きを
叶えた〈Ergobaby〉
最上級モデルがデビュー！

←①掛川織いぐさラグ・・・・・・・28,080円 
イ草、縁：綿・麻、約174×174㎝
②サマーマット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円 
イ草、綿、詰物：ウレタンフォーム、約88×190㎝
③枕・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,808円 
イ草、綿、詰物：ポリプロピレンパイプ、約30×44㎝　
■7階 絨毯

→〈東京西川〉
①クールパイルキルトケット・・・・・・・・・・・・・・・・各10,800円 
表生地：綿100％、額・裏生地：ポリエチレン・レーヨン、
詰物：ポリエステル100％、140×19０㎝
②クールパッドシーツ
・・・・・・・・・各19,440円 100×205㎝
③クールピローパッド
・・・・・・・・・・・・・・・5,400円 50×55㎝
ともに表生地：ポリエチレン75％・
レーヨン20％・ポリエステル5％、
中わた・裏生地：ポリエステル100％
■7階 寝具

→〈エアウィーヴ〉
ホシミツ限定セット・・・・・・・・75,600円 
［商品内容］◎スマート035シングル 
◎フィットシーツシングル（ベージュ）
◎ピロースタンダード ◎ピローケース（ベージュ）
◎ハイパーダウンコンフォート
　（約150×210㎝）
◎クッション（非売品）の6点
■7階 エアウィーヴ

夏の敷物特集

夏の寝具特集

①

②

③

①

②
③

ご予約制

アーティストベアコレクション
●5月16日（水）～22日（火）　●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

ご予約承り6月1日㊎発売

ノルウェーのベビー用品ブランド
〈ストッケ〉の人気のハイチェア トリップ 
トラップの全色をはじめ、多彩な使い方が
できるステップスチェア等も
期間限定で展開いたします。

↑〈Ergobaby〉
ベビーキャリア ＯＭＮＩ360クールエア・・・・・・・・・・・31,320円

〈ブランネージュ〉
ベビータッチ会
●5月20日（日）午前11時～・午後1時～
●5階特設会場
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

ママとベビーの距離が近づくベビーマッサージを
専門スタッフと一緒に行います。
ママとベビーのスキンケアアドバイスをいたします。

ご予約制

敏感肌の赤ちゃんから
大人まで幅広い支持を受けている
ブランネージュシリーズ。
→〈ブランネージュ〉
ATオイル・・・・・・・・・・・3,240円 20mL
ＰＲＥＳＥＮＴ
星選会期間中、ブランネージュ商品を
お買いあげの方、先着10名さまに
クリアボトルをプレゼント。

②

①

①

② ③
④

①

①

②

②
③③

④

〈Ergobaby〉
ベビーキャリア着け方アドバイス会
●5月19日（土）午前10時30分～12時30分・
　　　　　　 午後2時～午後4時30分
●5階ベビー雑貨コーナー
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

※写真はイメージです。

ホシミツ限定色
（ホシミンカラー）

星
三

［ポイント換算］50％UPキャンペーン

EVENT 壁飾り「ミニスワッグ」制作体験
●5月19日（土） 1日限り  午前10時～午後6時
5月19日（土）に32,400円以上お買いあげの方、
先着20名さまがご参加いただけます。

ＰＲＥＳＥＮＴ オンワードメンバーズ 
+5％ポイントアップキャンペーン
●5月19日（土）～24日（木）
上記期間中、オンワード各ショップにてお買いあげの際、
「オンワードメンバーズカード」をご提示ください。
通常率+5％のお買いあげポイントをプレゼント。
※詳しくは係員までお尋ねください。

ＰＲＥＳＥＮＴ
5月20日（日）までの期間中、5,400円以上
お買いあげの方に、ファイブフォックス
メンバーズカードのポイントを通常の2倍
プレゼント。

→〈ストッケ〉
①トリップ トラップ
・・・・・・・・・・・・・・・・29,700円
②トリップ トラップ
ベビーセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,830円  

この夏注目のカゴＢＡＧと
トプカピオリジナルスカーフＢＡＧを
種類豊富にご用意しています。

■2階 トプカピ

※写真は商品の一例です。

●5月16日（水）～29日（火） ●1階ニューズスクエア ハンドバッグ

はじめてのママ・パパの人気の〈Ergobaby〉
ベビーキャリアのつけ方を専門のスタッフが
アドバイスいたします。

① ② ③ ④
⑤

綿素材を主とした
清涼感のある素材を使用した
夏のアイテムをご紹介します。
↑

①ワンピース・・・・・・・・・・・・・・・25,380円 綿・その他繊維
②ジャンパースカート・・・・28,080円 麻100％
③チュニックブラウス・・・25,920円 綿・その他繊維
④ロングジャケット・・・・・・・・28,080円 綿・麻
⑤ワンピース・・・・・・・・・・・・・・・30,780円 綿100％
いずれもM～LL ※アクセサリーは参考商品です。

●5月16日（水）～22日（火） 
●4階エスカレーター横特設会場

大人ブラウス 
期間限定販売会

①

②

百貨店限定販売
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