
夏のクリアランスセールは星が丘へ!

各階では夏のおトクを詰め込んだ
「夏得袋」を大提供！

ご紹介の他、各階から「夏得袋」を多数ご用意！

夏 袋得

※一部対象外の商品がございます。
　予めご了承ください。

キッズファッション メンズファッション・雑貨

●キッズパジャマ ●こども靴 ●マタニティウエア

●ストール ●靴下 ●帽子
●ハンカチ・タオルハンカチ ●晴雨兼用傘・雨傘

●キッチン ●タオル ●寝具 
●スリッパ

リビング用品

レディスファッション

レディスファッション Lサイズ

ハンドバッグ・財布

レディスファッション

レディスファッション

デニム装庫

ファッション雑貨

レディスファッション

レディスファッション Sサイズ

婦人靴

●ワイシャツ・ネクタイ ●装身具 ●紳士靴 ●バッグ＆ラゲッジ　
●ニューズスクエア 肌着・ナイトウエア・靴下 ●パーソナルオーダー

（メンズ＆レディス）

◎ニューズスクエア ハンドバッグ・財布

（レディス・キッズ・ベビー）

◎ニューズスクエア 
　ファッションパーツ

◎ニューズスクエア レディスシューズ

●ナイトウエア 
●スイム＆フィットネスウエア

〈ラルフ ローレン ホーム〉
サマーセール 

ホシミツ
夏の
クリアランス
セール ※一部対象外の商品がございます。

　予めご了承ください。

夏のクリアランスセールの詳しい情報は
星ヶ丘三越ホームページをご覧ください。

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi .co. jp/hoshigaoka

朝10時から
星ヶ丘三越
各階

【対象期間】6月29日（金）～7月3日（火）5日間限り 【対象店舗】星ヶ丘三越・名古屋栄三越
【抽選場所】星ヶ丘三越 8階催物会場特設カウンター ※星ヶ丘三越の各日午後7時以降は1階特設カウンターにて承ります。／名古屋栄三越 3階北エスカレーター横特設会場

エムアイカード・エムアイ友の会 会員さま お買いあげ抽選会星ヶ丘三越・名古屋栄三越
合同企画

上記期間中、対象店舗にて「エムアイカード」または「エムアイ友の会お買物カード」で税込20,000円お買いあげ毎に1回、抽選会にご参加いただけます。

星ヶ丘三越・名古屋栄三越で使える
お買物券などが抽選で当たる!  

夏大活躍アイテム5点セット❶
【M～Lサイズ、30袋限り】5,400円
※パンツのみM・Lサイズ
［セット内容］◎ワンピース ◎カーディガン ◎ブラウス 
◎パンツ ◎ストール　いずれも素材各種
■3階 エスカレーター横特設会場

夏コーデ便利アイテム6点セット
【M～Lサイズ、20袋限り】7,560円
［セット内容］◎ワンピース ◎チュニックドレス ◎ブラウス　
◎カット アンド ソーン×2 ◎ストール　いずれも素材各種
■4階 エスカレーター横特設会場

ベビー羽毛組ふとんセット各種
【10袋限り】30,001円
［商品の一例］
●〈京都西川〉羽毛合掛入りローズベビー組ふとん9点セット
［セット内容］◎ヌード羽毛合掛ふとん（ペアタイプ）×2
◎ラジカル敷ふとん ◎ヌードまくら ◎掛カバーリング 
◎敷ふとん用シーツ ◎ピローケース ◎キルトパッド 
◎防水シーツ　いずれも素材・サイズ各種
■5階 エスカレーター横特設会場

日本製タオル大盛り12枚セット
【100袋限り】3,240円
［セット内容］◎バスタオル×3 ◎フェイスタオル×6 
◎ウオッシュタオル×3　いずれも素材各種
■7階 イベントスペース

女児ワンピース3点セット各種
【100～160㎝、60袋限り】5,400円 素材各種
■5階 エスカレーター前特設会場

メンズレザーアイテム2点セット
【5袋限り】32,400円
［商品の一例］　※写真の品は現品限り
◎ラウンド長財布（オストリッチ革） ◎ベルト（クロコダイル革）
■6階 メンズファッションパーツ

女の子の夏の
主役アイテムを
おトクな
3枚セットで
ご提供!

タオルをたくさん使う夏場に大変お買得!

〈東京西川〉
ウオッシャブル
羽毛肌掛ふとん2枚セット
【10袋限り】10,000円
ふとんがわ：ポリエステル85％・綿15％、
詰物：ダウン50％・フェザー50％、0.25㎏、150×210㎝
■7階 イベントスペース

蒸し暑い夏にピッタリな
軽くて丸洗いできる
羽毛肌掛2枚組を
お買得価格で!

【M～Lサイズ、20袋限り】7,560円
［セット内容］◎セットアップトップス ◎セットアップパンツ 
◎ブラウス ◎カット アンド ソーン ◎ストール　
いずれも素材各種　■4階 エスカレーター横特設会場

〈宮田精肉店〉焼肉満喫セット
【30袋限り】5,400円
［セット内容］◎飛騨牛バラ カルビ焼肉用 300ｇ
◎黒毛和牛 モモ焼肉用 300ｇ　
◎〈叙々苑〉焼肉のたれ 240ｇ×1本　

夏大活躍アイテム
5点セット❷
【M～Lサイズ、30袋限り】5,400円
［セット内容］◎カーディガン ◎ブラウス ◎カット アンド ソーン 
◎パンツ ◎ストール　いずれも素材各種
■3階 エスカレーター横特設会場

※写真は
　イメージです。

●〈宮田精肉店〉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180g 1,501円（100ｇあたり834円）

6月29日㊎限定販売

●〈ケーファー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】1,080円
●〈ルネ・デュ・ヴァン〉金賞受賞ヨーロッパ赤ワイン3本セット・
白ワイン3本セット（各750ｍｌ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各40セット限り】各 3,240円
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
1F コスメティック
●〈ドクターシーラボ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【20袋限り】5,076円
●〈アクセーヌ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【15袋限り】5,940円
2F レディスファッションパーツ他
●〈タビオ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】1,620円
3F レディスシューズ
●牛革・羊革・山羊革サンダル3足セット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【S：5セット・M：15セット・L：10セット限り】5,400円
5F キッズファッション
●女児サマーラッキーパック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【25袋限り】4,212円
6F メンズファッション
●長袖ワイシャツ2枚セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【30袋限り】3,240円
●〈SEEK〉紳士靴下5点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50袋限り】2,160円
●紳士肌着トップス2点セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【60袋限り】1,080円
●〈NOUMI〉日本製紳士カシミヤコート・・・・・・・・【15点限り】32,400円

6/29㊎～7/3㊋ 各日午前11時から販売
●〈ジョアン〉人気パンセット・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日40セット限り】540円

1F 星ヶ丘フードガーデン

夏コーデ
便利アイテム
5点セット

7/1（日）スタート

7/1（日）スタート

7/1（日）スタート

※期間中の星ヶ丘三越・名古屋栄三越のレシート合算でご参加いただけます。※抽選会へのご参加はお一人さま 最大3回 までとさせていただきます。※一部ブランド品、金券類、工料、送料でのご利用は対象外とさせていただきます。※詳しくは係員にお尋ねください。

6月29日［金］

■地下1階 
　宮田精肉店

7/13（金）～15（日）
3日間限定

6/29（金）～7/4（水）
6日間限定

●6月29日（金）から 
●星ヶ丘三越 各階 ※写真の品は　一例です。



※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。
© 2018 ISETAN MITSUKOSHI

●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

営業
時間

各階から特別提供品をご用意!
●6月29日（金）から ●各階

〈アンリ・シャルパンティエ〉1周年記念フェア
●6月29日（金）から
●地下1階 アンリ・シャルパンティエ

〈ミキハウスダブルB〉
スペシャルセール
●6月29日（金）～7月10日（火） 
●5階ミキハウス

6月29日（金）
オープニング
サービス

8階 お中元ギフトセンター
●7月30日（月）まで〈最終日午後5時終了〉

6月 早期お申し込み限定 名古屋三越お買物券プレゼントキャンペーン
6月30日（土）までに、ギフトセンターで1回のお買いあげ合計金額20,000円（税抜）毎に

「名古屋三越お買物券1,000円」を1枚（最大5枚まで）プレゼント。※詳しくは係員にお尋ねください。

星ヶ丘三越
限定企画

ギフト商品や三越映画劇場鑑賞券などが当たる!
ギフトセンターお買いあげお楽しみ抽選会

上記期間中、8階お中元ギフトセンターにて1回15,000円（税抜）以上の
お買いあげの方は、抽選会にご参加いただけます。※お一人さま1回限り。※詳細は係員までお尋ねください。

●7月1日（日）～3日（火） 
●8階お中元ギフトセンター内特設会場

星ヶ丘 三 越  × 星 が 丘テラス

星ヶ丘三越
×

星が丘テラス

七夕ウイーク
特 別 企 画

七夕ウイーク
特 別 企 画

星ヶ丘 三 越 星 が 丘テラス

★6月28日（木）～7月7日（土） 　
★星ヶ丘三越／星が丘テラス 各ショップ

星形の具材や7種以上の具材をつめこんだお弁当＆メニュー「星めし」。

※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ご了承ください。
※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。※価格はすべて税込です。

星 ヶ 丘 三 越 の ご 案 内

名古屋三越
コスメティッククラブカード

男女児甚平各種【100点限り】

1,512円 70・80・90㎝

1,944円 100～130㎝
■5階 エスカレーター横特設会場

〈東京西川〉
寝具各種

【100点限り】

2,160円均一 
［商品の一例］ 
◎タオルケット ◎合繊肌掛け ◎敷パッド　
いずれも素材各種　■7階 イベントスペース

w〈ヨックモック〉
シガールアイスクリーム

（バニラ・チョコレート・マンゴー）
【お一人さま5箱限り/合計1,000箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱5本入 1,080円　
■地下1階 プラスガトー

q〈山梨 桔梗屋〉
プレミアム桔梗屋信玄餅アイス
・・・・・・・・・・【各日80個限り】1個 346円　
■地下1階 菓遊庵

6/29㊎限定販売

w〈大阪 パンドサンジュ〉
とびばこパン
・・・・【各日20個限り】1個 443円
■地下1階 三越+北野エース

●パルミエ・・・・・・・・・・・・・・・・1個 389円
●エスカルゴ・レザン・・・1個 324円

※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。

6/29㊎・6/30㊏・7/1㊐の限定販売

〈PAUL〉期間限定販売
●好評開催中! 7月3日（火）まで
●地下1階ウイークリーデザート

qパンツ各種
【30点限り】
・・・3,240円均一
素材・サイズ各種

特別提供品

qカット アンド ソーン
各種【100点限り】
・・・・・・各 3,240円
綿100％、M～L

最大5枚

●6月29日（金）～7月10日（火） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

ジャストシーズン レディスファッションセール

eチュニックブラウス・・・・各 7,560円
①麻・綿、M～L ②綿100％、M・L

［ポイント換算］20％UPキャンペーン
●6月29日（金）～7月5日（木） 
●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
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、
12ポイントにポイントアップいたします。※期間中は何度でもご利用いただけます。

名古屋地区では唯一、星ヶ丘三越で展開する、
ビューティー専門のセレクトショップが装いも新たにオープン!

〈サンパギータ〉期間限定販売
●好評開催中! 7月3日（火）まで ●1階 ライオン玄関口特設会場

2階 メイクアップソリューション
6/27（水）リフレッシュオープン!

美肌づくりにかかせない肌の代謝に着目した角質美容水。
洗顔後の肌になじませるだけの手軽さで洗い流しも不要。
q〈タカミ〉タカミスキンピール（写真左） 4,951円 30mL

天然素材を使用し、デザイン性・使いやすさ・
ハンドメイドにこだわった京都発ブランドです。
q〈サンパギータ〉
①ハンドバッグ・・・・・・・・・・・・・・・26,460円 
ブリヤシ繊維、牛革、Ｗ29×Ｈ19×Ｄ7㎝
②2WAYリュック・・・・・・・・・・・・21,600円 
ブリヤシ繊維、牛革、Ｗ24.5×Ｈ25.5×Ｄ9㎝
ともにフィリピン製

ＰＲＥＳＥＮＴ① 6月29日（金）から上記商品を
お買いあげの方、先着20名さまに、タカミローションⅠ・Ⅱ
ミニボトル（各4回分・写真右）をプレゼント。
ＰＲＥＳＥＮＴ② 6月29日（金）から3,240円以上
お買いあげの方に、「今治ミニタオルハンカチ」をプレゼント。
※数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。

ＰＲＥＳＥＮＴ
上記期間中、
お買いあげの方、
先着300名さまに

「オリジナルクッキー」を
プレゼント。※お一人さま1点限り。

ご予約・お問合せ：TEL/052-783-3185（1階化粧品カウンター）

〈ボンボンウオッチ＆グリマロンドン〉期間限定ショップ
●7月4日（水）～10日（火） ●1階 ライオン玄関口特設会場

①

①

①

②

②

②

夏に気持ちいい
天然素材使用。

wアンサンブルワンピース・・・・・各 5,400円
レーヨン・ポリエステル、Ｍ～Ｌ

今活躍するアイテムを特別プライスで!

q花柄ブラウス
・・・・・・・・・・各 6,264円
綿100％、M～L

コーディネート
しやすい小花柄。

涼しげな雰囲気の
お買得品。

まつおかの人気の総菜と、七夕をイメージした
ご飯の七夕限定の二段弁当です。
⇧〈まつおか〉
七夕二段弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,188円
■星ヶ丘三越 地下1階 まつおか

3種のおこわと
星型コロッケがのった
七夕限定弁当です。
⇦〈たごさく〉七夕弁当
・・・【各日20折限り】1折 702円
■星ヶ丘三越 地下1階 たごさく

ロールかつ、串かつ、
星形のさつまいもが入った
七夕限定のお弁当です。
⇨〈矢場とん〉
ホシミツ七夕弁当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,001円
■星ヶ丘三越 地下1階 矢場とん

夏野菜「おくら」がのった、
さっぱりメニューの
ちらし寿司です。
⇦〈古市庵〉
ちらし寿司 七夕・・・1折 594円
■星ヶ丘三越 地下1階 古市庵

夏野菜を自慢の
特製ごま油で揚げました。
⇨〈ハゲ天〉
七夕天丼・・・・・・1折 891円
■星ヶ丘三越 地下1階 ハゲ天

“柿安ダイニング”と“上海デリ”の人気の具材が
盛りだくさん詰まったオリジナルメニューです。
⇧〈柿安ダイニング〉
ダイニング・デリコラボ幕の内弁当・・・1折 1,401円
■星ヶ丘三越 地下1階 柿安ダイニング

魚忠自慢のネタを使用した一口サイズの
手まり寿司とちらし寿司の盛合せ。
⇧〈魚忠 魚河岸寿司〉
七夕 手まり＆海鮮ちらし寿司・・・・1折 1,620円
■星ヶ丘三越 地下1階 魚忠 魚河岸寿司

包み焼きの部分にそれぞれベーコン・
ソーセージ・ミートソースを包み、
真ん中にはポテトを盛った、
ボリューム満点な一品。
⇧〈ピッツェリア パージナ〉　
星ピッツァ アメリカーナ・・・・1枚 1,600円
■星が丘テラス ＥＡＳＴ 4Ｆ ピッツェリア パージナ

甘酸っぱいブルーベリーソースと
生クリームが相性抜群。
食物繊維豊富な大麦シリアルと
フルーツが入った、女性に嬉しい
ミニパルフェです。
⇧〈コメル〉
ミニパルフェ・・・・【各日20個限り】1個 399円
■星が丘テラス ＴＨＥ ＫＩＴＣＨＥＮ コメル

星をかたどり、銀河をイメージした
コーティングがフォトジェニック。
見て可愛く、食べて美味しい
ドーナツです。
⇧〈モーガン コーヒー〉　
スターマンドーナツ・・・・・・・1個 302円
■星が丘テラス ＴＨＥ ＫＩＴＣＨＥＮ 
　モーガン コーヒー

丸1日煮込んだ牛肉がゴロッと入った
贅沢なカレー。自慢のルーには、
自家製フォンドヴォーと玉ねぎ、
牛肉の旨味がつまっています。
⇧〈神戸屋ダイニング〉
特製欧風ビーフカレー・・・1人前 1,620円
■星が丘テラス ＴＨＥ ＫＩＴＣＨＥＮ 
　神戸屋ダイニング

サクッと揚げたとんかつに、
冷えた出汁が絶妙にマッチ。薬味や
食材を7種添えてさっぱり仕上げた、
夏にこそ食べたいとんかつです。
⇧〈マメゾンのとんかつ〉
冷やしかつ丼
・・・・・・・・・・・【各日10人前限り】1人前 1,490円
■星が丘テラス ＥＡＳＴ 4Ｆ マメゾンのとんかつ

アツアツの鉄板で食べる焼カレー。
7種の野菜とたっぷりのスパイスが
食欲を掻き立て、夏バテに打ち勝てます。
⇧〈グリル レストラン ランファン〉
7種の野菜のスパイシーカレー
・・・・・・・・・・・【各日10人前限り】1人前 1,180円
■星が丘テラス ＥＡＳＴ 4Ｆ 
　グリル レストラン ランファン

カクテルグラスに7種のネタを
盛りつけました。涼しげな見た目が
暑さを忘れさせてくれる一杯です。
⇧〈魚忠〉
再会の食事・・・・・・・・・・・・・1人前 770円
■星が丘テラス ＥＡＳＴ 4Ｆ 魚忠

七夕の夜空が思い浮かぶ、色彩やかな
こんぺい糖と、星形のラムネ。
どこか懐かしい甘さがクセになる
美味しさです。
⇧〈るるビオ・エピスリー星が丘〉
味の花壇
星空めぐり・・・・・・・・・・・・・1袋（6袋入） 214円
■星が丘テラス ＴＨＥ ＫＩＴＣＨＥＮ 
　るるビオ・エピスリー星が丘

短冊に願い事を書こう! ワインボトルキャンドルナイト 親子で七夕星空観察会! ａｔ 星ヶ丘三越 屋上

願い事を書いていただいた短冊は、
名古屋市千種区の城山八幡宮に奉納いたします。

■［星ヶ丘三越］設置場所
□地下1階地下鉄連絡口 
□4階婦人ファッションフロア
□5階こども服フロア 
□6階紳士ファッションフロア

■［星が丘テラス］設置場所
□EAST2F エスカレーターホール 
□WEST ウッドデッキ 
□ザ・キッチン

※写真はイメージです。星ヶ丘三越と星が丘テラスが合同で
回収したワインボトルが七夕のイルミネーションのキャンドルホルダーとして活躍します。

夏休みの思い出作りにホシミツの屋上で星を見よう!
三越映画劇場でのレクチャーの後に星ヶ丘三越の
屋上で夜空の天体観測をしていただきます。
参加のお子さまにはお菓子などをプレゼント!

数量限定

■設置期間／6月28日（木）～7月7日（土） ［星ヶ丘三越］
■会期／6月28日（木）～7月7日（土）
■会場／1階ライオン玄関口ピロティ

［星が丘テラス］
■会期／6月28日（木）～7月31日（火）
■会場／WEST ウッドデッキ

■会期／8月16日（木）午後7時～午後8時30分（予定）
■募集定員／60名さま　■参加費／無料
※お子さまは保護者の方、同伴での参加に限らせていただきます。
※雨天の場合は、三越映画劇場でのイベントのみとなります。

【応募受付期間】
6月28日（木）～7月7日（土）

【応募箱設置場所】
［星ヶ丘三越］1階ライオン玄関口・5階こども服フロア
［星が丘テラス］EAST2F エレベーター前
【当選発表】
7月20日（金）より順次当選の方にご連絡させていただきます。

星ヶ丘
三越

初登場

6/20（水）から
ご予約受付

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真の品は一例です。

パリ職人による手作り仕上げの〈ボンボンウオッチ〉。
今回は英国ブランド〈グリマロンドン〉から
星ヶ丘三越限定モデルが登場。
q①〈ボンボンウオッチ〉
レインボーオリーブレインボー・・・30,240円 直径4㎝ 
②〈グリマロンドン〉シチリア 星ヶ丘三越限定モデル
・・・・・・・・・・【ご予約20点・7/4（水）から10点限り】32,400円 
W3.6×H4.1㎝、ベルト：パステルピンク（白に変更可能）
ともに素材各種

星ヶ丘三越 ＬＩＮＥ＠ 新規友だち登録で
NAGOMI CLUB 300ポイントプレゼント!
●8月31日（金）まで 
上記期間中に新規ご登録でNAGOMI CLUB 300ポイントをプレゼントいたします。

［受付場所］星ヶ丘三越 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
※ポイント進呈は「星ヶ丘三越 ＬＩＮＥ＠」が対象となります。(名古屋栄三越 ＬＩＮＥ＠は対象外です。)
※ポイントは後日付与となります。※ポイント進呈は「NAGOMI CLUB」の会員登録が必要です。
※詳しくは係員にお尋ねください。

エムアイカード プラス
夏の新規ご入会キャンペーン!
好評開催中! 7月31日（火）まで

期間中、エムアイカードプラスの店頭ご入会で、
お買物2,000円クーポン券を差しあげます！もれ なく

6/29㊎・7/1㊐限定販売

「星ヶ丘三越」を友だち追加で、
おトクなクーポンや最新情報をお届けいたします。
ぜひ「友だち」追加してください。
LINEの「友だち追加」から登録してください。ＩＤ ： ＠hoshimitsu

商品の
一例

午後5時からの販売

午前11時～午後9時の販売

午後5時からの販売

星が丘テラスのご案内

ファクトリエでは定期的に「ものづくりカレッジ」を開催。
工場の職人やファッション業界のみならず、

各業界でこだわりをもって活躍されている方々をお招きし、
ものづくりの真髄やその人ならではのこだわりをお聞きしています。

〈ファクトリエ〉ものづくりカレッジ

今 回は〈フクマサ リーファーワイン〉
ワインの選び方に“ 鮮 度 ”という新 基 準を。
皆さんが普段飲んでいるワインはどんなに高級でも、温度変化に
よって香りも味わいも劣化してしまう“生鮮品”です。「フクマサ 
リーファーワイン」では、現地で飲む味わいを鮮度そのままお届け
したいという想いのもと、イタリアのワイナリーから店頭まで温度
管理を徹底して輸入。15℃（±1℃）で温度を一定に維持し、イタリ
アワインの本当の味わいを提供しています。ワイン選びに“鮮度”
という新基準を提案します。

7月開催

フクマサ
リーファーワイン

［THE KITCHEN／
080-4525-2903］

ゲスト
大黒屋仏壇店

7月6日（金）
19:30～21:00

料金 1,200円／定員10名

7月20日（金）
19:30～21:00

料金 700円／定員30名

テーマ／
普段は聞けない
名古屋で作られ
る仏壇の話

ゲスト
山勝染工
ザ･カラーリング

テーマ／
名古屋黒紋付染
の歴史と、これ
からの展望

星が丘テラス公式ホームページ内
ファクトリエ店舗ページにてご確認ください。

予約方法

2018.6.9
NEWOPEN

講演後は彫金細工の
体験会開催▶

～もっともともと～モノがたり
星が丘テラスが贈るStory
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