
夏休みキッズフェスティバル 特別企画
8 階 催 物 会 場

ふんわりおいしい！おやつにもおみやげにもピッタリ。
卵と牛乳でふんわり焼き上げた一口サイズのパンダ焼きです。
●パンダ焼き
（あんこ、カスタード、
チョコレート、
キャラメル、
プレーン、メープル、
スイートポテトなど
まぜまぜ）
14個 561円

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8日（水）～20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〉

〈ラブデコ〉
スイーツデコ
●8月8日（水）～20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〉

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

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。
自由研究にも好適です。
◎基本作成キット
（グラス・芯・ジェル・17色の砂・貝・
カラー小石・シール蓋付）・・・・・・1,620円から
◎オプションパーツ・・・・・・54円から
◎対象年齢2歳から

夏のスイーツデコは、
イルカやマーメイドの
パーツも登場！
◎参加費：864円から

レザークラフト教室
●8月8日（水）～20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〉

〈花神楽〉パンダ焼き
●8月8日（水）～20日（月）〈最終日午後5時終了〉

※写真はイメージです。

小さなお子さまから
楽しめる本格的な
レザークラフト体験。
お好きな模様を刻印して、
好きなお色に仕上げます。
ブレスレットや
キーホルダーなど種類
豊富にご用意しております。
◎参加費：864円から

〈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8日（水）～20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
新商品 
●国内産ジンジャー＆
レモン 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。

化石発掘体験
●8月8日（水）～20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〉

※写真はイメージです。

本物のアンモナイトの化石を
自分の力で発掘しよう！ 
もちろん発掘した化石は
お持ち帰りいただけます。
さらなるお宝
化石発見が
あるかも？
◎参加費：
　1,188円

会場では恐竜のうんち化石も
展示しているよ！
※植物食恐竜の糞石 
　Dinosaur Coprolites 
　ジュラ紀 後期 アメリカ



キッズフロア イベントのご案内

店舗休業日の
お知らせ

※価格はすべて税込です。

星ヶ丘三越・名古屋栄三越・ラシックは、
8月21日（火）を店舗休業日とさせていただきます。

夏休みの
ホシミツは楽しいイベントがいっぱい!

2018 星ヶ丘三越 
夏休みキッズフェスティバル

2018 星ヶ丘三越 
夏休みキッズフェスティバル

5Ｆキッズフロア イベントのご案内

〈む～のんのん〉
なりきりプリンセス撮影会
●7月21日(土)・22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

トンカチあり、電動ドライバーあり、職人の磨き棒あり！
認定講師のもと、こどもたち自身が挑戦し
「世界に一つのたからばこ」を完成させます。
（静岡県産樹齢約６０年の杉材を使用）

〈む～のんのん〉ワンピース・ドレス販売会
●7月18日（水）～7月31日（火） ●5階キッズステージ
〈最終日午後5時終了〉

ご予約制

ご予約制

〈えて〉木育ワークショップ
●８月４日（土）午前１１時～・午後１時～
●５階エスカレーター前特設会場

ご予約制

親子で書道体験会 秀花書道教室 
●8月5日（日）
　午前１０時～・午前１０時３０分～・午前１１時～・
　午前１１時３０分～・午後１時３０分～・午後２時～・
　午後２時３０分～・午後３時～・午後３時３０分～
●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。
※毛筆の場合、書道用具をお持ちください。
◎参加費：お一人さま 500円
◎各回約30分
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

ご予約優先

赤ちゃんのお肌の水分チェックや
肌のケアのご相談を受け付けいたします。
※当日はバスタオルをお持ちください。
◎各回約１時間/各回５名さま 
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

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

2019 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。

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（土・祝）～15日（水） 各日午前１１時～午後６時 
●5階イベントスペース

▶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：15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）

▶〈プーマ〉百貨店モデル・・・73,440円
人工皮革（クラリーノ®）、約1,130g、A4フラットファイル対応、
カラー：ブラック×マリンブルー、ブラック×カーマインレッド、
ブラック×ゴールド、マリンブルー

ご予約優先

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）

かぎ針編みのモチーフの
ワンポイントレッスンです。
◎参加費：1,080円
（別途材料費 １，４０４円）
◎先着3名さま

「わなげ」や「だるまおとし」などの
昔の遊びを体験できます！
ぜひ、ご家族でお楽しみください。

※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。

みんな大好き! 空飛ぶホシミンを探して
お菓子をゲットしよう!

●7月20日（金）～8月31日（金） ●1階コスメティックサロン 
※8月21日（火）は店舗休業日。
期間中、1階コスメティックサロン内にかくれている「ホシミン」を
3体以上さがしてくれたお子さまに「お菓子」をプレゼント。
「パパ・ママホシミン」を見つけてくれた方には対象ショップの化粧品サンプルをプレゼント。
※詳しくは係員にお尋ねください。

夏のごあいさつカードを作ろう!
●7月20日（金）～8月31日（金） ●1階コスメティックサロン 
※8月21日（火）は店舗休業日。

〈コムサイズム〉
夏祭り
●8月10日（金）～12日（日） 
●2階コムサイズム

親子でできる
フローラルハーバリウム体験
●8月1日（水）～7日（火） 
●6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〉

〈ホビーラホビーレ〉
1dayレッスン
「かぎ針あみのモチーフ」
●７月２９日（日）
　午前１０時３０分～１２時３０分
●7階ホビーラホビーレ

〈キミコワカツキ〉
バッグチャーム作り
●7月25日（水）～31日（火）
　各日午前11時～正午・
　午後2時～午後3時
●4階キミコワカツキ

ホシミンにぬり絵やシールで飾りつけて、
自分だけの夏のごあいさつカードを作ろう！

2F 4F 6F1F

ハーバリウム（植物標本）は
インテリアとして楽しめる
今、注目のアイテム。
夏休みの自由研究にも
ぴったり。
◎参加費：1,620円から
◎所要時間：約30分
※ボトルの大きさ、具材により
　参加費が異なります。

各階でもキッズフェスティバル開催!

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・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18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

ご予約制

人気のハーバリウム
（植物標本）。
大人の方にも
お楽しみいただけます。
◎参加費：1,620円

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

ソックモンキー＆
ソックモンスター
●８月１６日（木）・１７日（金） 
●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30分まで〉
好きなパーツを選んで
オリジナルソックモンキー＆
ソックモンスターを作ろう。
◎参加費：1,188円から

スクイーズ作り
●８月１９日（日）・２０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30分まで〉
夏休みの宿題にバッチリ。原宿を中心に人気の
モチモチふわふわのオリジナルスクイーズを作ろう！

〈クラウンバンビ・ジップワークス〉
Ｔシャツ期間限定セール
●7月18日（水）～8月7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〉

◎参加費：1,080円～2,160円

※写真はイメージです。

ルームフレグランス作り
●８月８日（水）～１５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30分まで〉

楽しいルームフレグランス
作りは、新しいパーツも
増えて夏の作品作りに
ピッタリ！
◎参加費：1,080円から
※写真はイメージです。

スイーツの甘い香りがする、本物そっくりの
かき氷のキャンドルをつくろう！
◎参加費：1,296円から

アロマボム
●８月１６日（木）～２０日（月） ●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〉

まんまる香り玉 
アロマ ＢＯＭ登場！
◎参加費：1,080円

自分で作るおしゃれアクセサリー
●８月１６日（木）～２０日（月） ●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〉
クリスタルガラスを
使ったおしゃれな
アクセサリー作り。
（リング、ネックレス、
ブレスレット、チャーム）
◎参加費：
　1,080円から

※写真はイメージです。

ウール レター作り
●８月４日（土）・９日（木）・１０日（金） 
●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30分まで〉

※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。

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13日（月）・14日（火）
●５階キッズステージ

親子で作る
えいご成長記録
「Ｔｈｅ Ｍｅ Ｂｏｏｋ」

Ｍｉｅ先生と
えいごで遊ぼう!
●８月１８日（土） 午後２時～・午後４時～
●5階わくわくランド

EVENT くもん実演販売
●8月11日（土・祝） 午前11時～午後4時随時開催
専門スタッフによる実演販売を開催いたします。

くもん知育玩具フェア
●7月25日（水）～8月20日（月） 
●5階おもちゃ

ポーセリンアート作り体験
●8月16日（木）・17日（金）
●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〉
シールのような転写紙を
貼って世界に一つだけの
ペン立てを作ろう。
◎参加費：1,836円
※完成品のお渡しは
　後日となります。

※写真はイメージです。

自分で作る
ポケットティッシュカバー
●8月16日（木）・17日（金） ●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〉
自分で布を選んで作る
ポケットティッシュ
カバー作り体験。
◎参加費：540円から

※写真はイメージです。

楽しくつくろう! 
ガラスのマグネット
●8月8日（水）～12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〉

ダンボール鉄砲
●７月３１日（火）～８月３日（金）・6日（月）・７日（火）
●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〉

※写真はイメージです。

飾りパン作り体験
●8月8日（水）～10日（金）
●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〉
本物のパンと同じ材料を使って作る
飾りパンや雑貨を作ってみませんか。
◎参加費：1,080円

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

きらきらアクセサリー
●8月11日（土・祝）・12日（日）・
　17日（金）～20日（月） 
●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〉

〈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18日（土）・19日（日）
　各日午前10時～正午・午後1時～午後4時
●5階エスカレーター前特設会場

◎参加費：
　1,296円から

5F

ビーズでオリジナルの
チャームを作ってみませんか。
バッグハンガーにオリジナル
チャームとスイカやアイスなどの
お好きなチャームを2点選んで
いただけます。
◎参加費：1,944円
◎各回4名さま

7F

◎参加費：1組 1,080円
◎各回約６０分/各回８組
　（２～８歳のお子さまとその保護者さま）
◎ご予約受付（受付開始日）
①7月4日（水） ②7月25日（水）
※それぞれ、各回4組さま分の
　受付（先着順）となります。
◎ご予約・お問合せ TEL/052-783-1111（大代表）

かおノート体験会
●８月18日（土） 午前11時～
●5階イベントスペース

日々成長していくお子さま。
その手形・足形を、その場で職人が岐阜県産ヒノキをカットします。
お客さま自身が焼ペンでお名前やメッセージを入れて仕上げていただけます。
（当日お持ち帰りできます） ご家族全員での手形をぜひ作ってみませんか？
そして、お子さまが成長したときにプレゼントしてあげてください。
この手で私を育ててくれたんだと、きっと喜んでくれるでしょう。
いまこの瞬間の家族の思い出作りにもぜひどうぞ。

かおに見立てたイラストにパーツシールを
貼って「かお」をつくろう。  ◎先着48名さま

食品サンプル作り
●８月１日（水）～５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〉

本物にそっくりな食品サンプル
作りに挑戦してみよう。
◎参加費：1,296円から 参加無料◎参加費：540円 

◎対象：幼稚園年長～小学校中学年  
◎各回約30分/各回10名さま
◎ご予約・お問合せ TEL/052-782-7600
（7階書籍 ブックス ザ・リブレット）

●８月11日（土・祝）
　午前10時～・午後1時～・
　午後2時30分～・午後4時～
●５階エスカレーター前
　特設会場

レンジで作るきらきら
アクセサリーは
おしゃれ女子の
人気アイテム。
◎参加費：864円から

星
三

〈受付は各日午前１０時３０分～午後5時30分、
 最終日受付午前１０時３０分～午後4時30分〉

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

1F

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!
●８月１日（水）～２０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1,201円

▶キッズＴシャツ
（90～130cm） 1,296円から  （140～160cm） 1,620円から

可愛いモチーフの
キッズＴシャツが大集合！
期間限定のスペシャルセール！

※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。

※写真はイメージです。

▶ジャラットプレート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円　
◎対象年齢1.5歳以上

●８月４日（土）
　 午後２時～・午後４時～
●5階イベントスペース

スイーツのキャンドル作り
●７月２５日（水）～２９日（日）・８月１３日（月）～２０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〉

色も形もみんないろいろ。
探してならべて自由に
デザイン。こどもから
大人まで作品づくりを
楽しめます。
◎参加費：864円から

親子で楽しもう!
〈カルピス〉イベント
～おいしさがとどくまで～

マニュモビールズの
モビール展
●8月8日（水）～16日（木） 
●5階特設会場
［商品の一例］ 
◎海の仲間たち・・・3,543円
マニュモビールズ 
ワークショップ体験会開催
●8月8日（水）～16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〉
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。

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

香袋作り
●8月15日（水）～20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〉

※写真はイメージです。

伝統的な和の香りを自分で
調合する体験教室です。
◎参加費：864円から

♪ミズタマさんと
カルピスをつくろう！
◎各回約30分

参加無料

ハーバリウムフローリッシュ作り体験
●７月２９日（日）・３０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30分まで〉

色とりどりの毛糸とワイヤーで
作るデコレーションメッセージ。
◎参加費：1,080円から


