
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。
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ベルギー発ブランド〈キプリング〉の
新作をご紹介いたします。
e〈キプリング〉2ＷＡＹハンドバッグ
①・・・・・・・17,820円 Ｗ42×Ｈ28×Ｄ16ｃｍ
②・・・・・・・15,984円 Ｗ38×Ｈ23×Ｄ16ｃｍ
ともにナイロン

秋のファッションにぴったりな天然石を
使った、こだわりのアクセサリーを
多数ご紹介いたします。
e①マラカイトシルバーペンダント
・・・・・・25,920円 マラカイト、シルバー925、
長さ：40cm
特別提供品
②淡水パールマグネットネックレス各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】5,400円 
淡水パール、ブラックスピネル、長さ：38cm

ハリのあるイタリア製ハードシュリンク
レザーで仕上げ、金具つきのベルトや
鮮やかな色遣いで大人の遊び心を
プラスしました。
e〈トプカピ〉ベルテッド2WAY
ミニトートバッグ・・・・・・・・・・・・・・・31,320円 
牛革、W30×H21.5×D13.5cm

1966年アメリカで創業された
アウトドアブランド〈ザ・ノースフェイス〉。
アクティビティから、トラベル、
キャンプまであらゆるシーンに適した
アイテムの2018年秋冬キッズ
コレクションをご紹介いたします。
PRESENT 期間中、〈ザ・ノースフェイス〉商品を
10,800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。

セレクトショップ〈トロンプラン〉の
人気ブランド〈リトルマークジェイコブス〉
と〈オイリリー〉の今秋の新作フェアを
開催いたします。

軽量と履き心地を追求した大人の
カジュアルスタイルをご提案いたします。

スペインのバレンシアに20年暮らし、
スペイン陶芸を極めた船戸あやこ氏。
純白なマヨルカ粘土とスペイン釉薬
ならではの色彩と楽しいスペインタイル
アートの世界を一堂に展覧いたします。
e「ねっころがる虹色ハリネズミ」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39,960円 
スペイン陶器、W13×H11×D9cm
※背景はイメージです。

ＥＶＥＮＴ 実演販売会
●10月10日（水）・13日（土）・14日（日）
　各日午前11時～午後5時

キャッツフレンズをラインストーンで
描いたチェーンバッグ。
小ぶりながらもポケットが多く、
収納力があるアイテムです。
e〈ペブリー〉キャッツフェイス
チェーンバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円 
ポリエステル100％、Ｗ38×Ｈ28×Ｄ12ｃｍ

【同時開催】
〈トロンプラン〉スペシャルセール

〈キプリング〉期間限定販売
●10月10日（水）～16日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈マーニ〉期間限定ショップ
●10月10日（水）～16日（火）
●2階エレベーター前特設会場

〈トプカピ〉
イタリアンレザーフェア
●10月10日（水）～16日（火）
●2階トプカピ

〈ルコック〉〈リレア〉
スニーカーフェア
●10月10日（水）～16日（火）
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

〈ペブリー〉
POP UP SHOP
●10月10日（水）～16日（火）
●4階エスカレーター横特設会場

〈ザ・ノースフェイス〉フェア
●10月10日（水）～16日（火）
●5階ストンプスタンプ

〈リトルマークジェイコブス
＆オイリリー〉
インポートセレクション
●10月10日（水）～16日（火）
●5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉

船戸あやこ
スペインタイルアート展
●10月10日（水）～16日（火）
●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

メンズファッション
サイズウイーク
●10月10日（水）～16日（火）
●6階各ショップ

〈バーミキュラ〉
ライスポット販売会
●10月10日（水）～16日（火）
●7階食器

日本限定販売

PRESENT
15,000円以上
お買いあげの方、
先着100名さまに
「ポーチ」をプレゼント。

w〈リレア〉
スニーカー
③ 15,660円 
④ 16,740円 
素材各種

①

①

②

③
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［大きいサイズ］
◎アラミス 
◎ジョセフアブード 
◎マックレガー
◎23区オム
［小さいサイズ］
◎アラミス 
◎コムサイズム　
◎トミーヒルフィガー 
◎ＥＸクラブ
◎23区オム

4F

1F

3F

5F

〈オンワード〉フェア
●10月14日（日）まで

［対象ショップ］

（ハンドバッグ） ◎23区 ◎組曲

※写真はイメージです。

◎ジェーンモア ◎自由区 ◎23区（L） ◎自由区（L）

2F

6F

◎シェアパーク
（レディス）

◎23区オム ◎ジョセフアブード 
◎Ｊ.プレス ◎五大陸
◎ダックス ◎23区ゴルフ

◎23区 ◎ｉＣＢ ◎組曲 ◎Ｊ.プレス 
◎23区（Ｓ） ◎組曲（Ｓ） ◎自由区（Ｓ） ◎ジェーンモア（Ｓ）

◎組曲 
◎トッカ 

●各階にて好評開催中!

肌触りのよいジャージー素材の
トップスに、歩くたびに
流れるようなプリーツが
美しいペイズリー柄スカートを
合わせて、シンプルながらも
今年らしいスタイルです。
q〈自由区〉
カット アンド ソーン
・・・・・・・・・・・・・・・17,280円 
再生繊維（テンセルR）・
その他繊維

スカート・・・・・27,000円 
ポリエステル100％
ともに38・40
■4階 自由区

秋の新作をお届けいたします。

リアリッシュ（本物のような・・・）の名称の通り、ラムレザーに
引けを取らない再現度を実現した今季イチオシのアウターです。
q〈ジョセフアブード〉リアリッシュレザーライダース・・・46,440円 
表地：合成皮革、裏地：ポリエステル100％、M～LL

上品で着回し抜群なチェスターコートは
様 な々シーンで活躍します。
wレディスチェスターコート・・・31,320円 
毛・その他繊維、9・11号　■2階 コムサイズム

ツイードの
素材感が魅力！
すっきりとした
シルエットです。
wメンズジャケット
・・・・・・・17,280円 
毛・その他繊維、
S・M・L
■6階 コムサイズム

リアリッシュレザーフェア
●10月3日（水）～16日（火） ●6階エスカレーター横特設会場

EVENT

〈コムサイズム〉フェア
●10月14日（日）まで ●2階・6階コムサイズム

q〈ルコック〉
スニーカー
①・・・8,640円 
②・・・7,020円 
素材各種

オンワードメンバーズ
＋1％ ポイントアップキャンペーン
●好評開催中! 10月14日（日）まで
定価商品のポイント還元率が、お客さまの
ステージに応じて通常1～5％のところ、
期間中は2～６％となります。

●好評開催中！ 10月14日（日）まで
期間中、16,200円以上
お買いあげの方に「今治タオル」を
プレゼント。

10月13日（土）3階〈23区〉で32,400円以上
お買いあげの方に「ドリンク＆スイーツ」を提供
させていただきます。

●10月9日（火）～14日（日）
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。

通常展開のサイズに加え、
大きいサイズ（3L）、小さいサイズ（S）も
揃えてご紹介いたします。

e〈バーミキュラ〉
①バーミキュラ ライスポット 86,184円
ＲＰ23Ａシリーズ、Ｗ25.9×Ｄ29.6×Ｈ20.8ｃｍ、
鍋容量：約3.7L（五合炊き）
②バーミキュラ 
ライスポット ミニ・・・・・・・・・・・・・・69,984円
ＲＰ19Ａシリーズ、Ｗ21.8×Ｄ25×Ｈ17.3ｃｍ、
鍋容量：約2.1L（三合炊き）

◎お買いあげ対象期間／10月10日（水）～14日（日） ◎星ヶ丘三越 各階
期間中、星ヶ丘三越にて「エムアイポイント」でのお支払いご利用ポイントが合計
1,000ポイント以上の方へ応募抽選券をお渡しいたします。必要事項をご記入のうえ、
店内設置の応募箱にご投函ください。抽選で劇団四季の観劇ギフトカードを
ペア10組さまにプレゼント。※ご応募はお一人さま1回限りとさせていただきます。
※一部ブランド品、商品券などの金券類・工料・送料はお買いあげ対象外となります。※該当レシート合算可。売場係員へお申し付けください。

「エムアイポイント」　　　　　　　  ご利用で
“劇団四季”ギフトカードを当てよう! キャンペーン

星ヶ丘三越限定

エムアイカード会員さま

P R E S E N T Ｗスタンププレゼント

1,000ポイント以上

①

②

②

①

②

※数に限りがございます。
　なくなり次第終了いたします。

劇団四季
劇場外観


