
ご自宅使いや、お客さま用として。
w〈東京西川〉
①羽毛掛ふとん
・・・・・・・・・・・【10点限り】37,800円
ふとんがわ：綿70％・ポリエステル30％、
詰物：ダウン90％・フェザー10％
（ウクライナ産シルバーグースダウン）、
1.2㎏、150×210㎝
②ニューマイヤー毛布
・・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】3,240円
ポリエステル100％、140×200㎝

吸湿発熱生地使用のシーツです!
　〈東京西川〉あったかパッドシーツ
・・・・・・【40点限り】各2,700円
表生地（パイル）：綿50％・
ポリエステル35％・
レーヨン15％、
表生地（地糸）：
ポリエステル100％、
裏生地・詰物：
ポリエステル100％、
100×205㎝

毛埃が立ちにくく、肌触りが良い!
rシェニールカーペット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【4点限り】各12,960円
アクリル50％・ポリエステル40％・綿10％、
約140×200㎝

12月19日（水）オープニングサービス

迎春祭

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。
© 2018 ISETAN MITSUKOSHI

リビング＆キッチン歳末　　　  セール
●12月19日（水）～24日（月・振休） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

年末年始の
ご準備に!

〈シモンズ〉特別販売会

アイデアグッズ
バザール

e〈シモンズ〉シモンズ快眠福袋2019
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10セット限り】250,000円
［セット内容］◎ベッド（シングル）×2 ◎ＢＯＸシーツ×2
◎ＮＦベッドパッド×2 ◎スクエアーピロー×2 ◎ピローケース×2

w〈タイガー〉トースター
・・・・・・・・・【15点限り】3,888円
ＫＡＫ-Ｂ100、約Ｗ31.2×Ｄ27.1×Ｈ22.4㎝、
1,000W

q〈東京西川〉合繊入りウール混敷ふとん
・・・・・・・・・・・【10点限り】各9,720円
ふとんがわ：綿100％、詰物・巻きわた：上層部/毛50％・
ポリエステル50％、下層部/ポリエステル100％、
　　　　　　　　　　　　　芯/ポリエステル
　　　　　　　　　　　　　100％（固わた）、
　　　　　　　　　　　　　5㎏、100×210㎝

ふんわりやわらか、足裏に心地良い!

品質と素材にこだわった
高級感あるバスマット!
e〈ウチノ〉バスマット各種
・・・各3,240円 いずれも素材各種

ビッグビッグ

Ｐｔ/Ｋ18、
Ｄ＝計0.30ｃt

Ｋ18ＷＧ、Ｄ＝計0.13ｃｔ

Ｋ18ＷＧ、
Ｄ＝0.34ｃｔ、
チェーン長さ40㎝

　　　　年末年始の
キッチンを快適に楽しく!

e①クッキングチョッパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,024円
ＫＣ-4624Ｒ、約Ｗ18.5×Ｄ12.0×Ｈ15.0㎝、20W

②多用途おでん鍋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,750円
ＫＳ-2539、本体・フタ：焼杉風木、内鍋：アルミ鋳造フッ素樹脂加工
Ｗ38.7×Ｄ29.7×Ｈ18㎝、1,200W

r

〈クレイブ〉インテリアファブリックセール
q〈クレイブ〉①②クッションカバー・・・・・・・各1,296円
約45×45㎝ ※中身は別売り
③ムートン
ルームシューズ
・・・・・・・・・・・・3,240円
④ムートンフリース
・・・・・・・・・19,980円 
約60×12０㎝
いずれも素材各種

①

①

②

②

①

②

③

① ②

③

④

新しい年にふさわしい
迎春用品を集めました。

〈ラフィア〉期間限定販売会
●好評開催中! 12月25日（火）まで
●1階ライオン玄関口特設会場

　三越特選ひな人形 
　早期特別価格販売会
●12月25日（火）～2019年1月22日（火）
●5階イベントスペース 
※1月1日（火・祝）は
　店舗休業日  

〈ハロルル〉期間限定ショップ
●12月19日（水）～25日（火）
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

〈ビクトリノックス〉ウオッチフェア
●12月19日（水）～25日（火）
●6階ビクトリノックス

〈坪井花苑〉クリスマスアレンジメント
●12月19日（水）～25日（火）  ●2階フラワーショップ

q優香作・衣裳着 
三段五人飾りセット
・・・・・・・・・・・・270,000円 
間口80×奥行80×高さ89㎝

Blancはフランス語で「白」。雪のように綺麗で白い薔薇を
飾って素敵で特別なひとときに。
q「Ｂlancブラン」・・・・・・・・5,400円

上記期間中にご注文いただきますと、
早期特別価格にて承ります。
※詳しくは係員にお尋ねください。
ひな人形承り会は2019年2月19日（火）まで
開催いたします。

お買いあげ特典
クリスマス期間
限定の無料
ラッピングサービスが
ございます。

ご予約受付中

特典

花のつぼみの中に入った2粒のパールがアクセントの
エレガントとカジュアルを兼ね備えたパールシリーズ。
q〈ラフィア〉
ピアス
・・・3,456円 　
ネックレス
・・・4,104円 
長さ約44㎝
金属部分：合金、
真鍮にメッキ、
アクリルパール、
ガラスビーズ

軽量で
はっ水加工を
施したカジュアルバッグ。
レディス・メンズ・キッズを合わせてご紹介いたします。
e〈ハロルル〉
①メンズバッグ・・・・・・・・・18,360円 Ｗ29×Ｈ44×Ｄ19㎝
②レディスバッグ・・・・・・・・・8,424円 Ｗ25×Ｈ34×Ｄ12㎝
③キッズバッグ・・・・・・・・・・・・3,780円 Ｗ27.5×Ｈ28×Ｄ10㎝
いずれもポリエステル

クリスマスギフトにも好適! 上品な輝きと
落ち着いたデザインのアライアンスモデルです。
r〈ビクトリノックス〉
①メンズ・・・・・・64,800円 直径40㎜
②レディス・・・58,320円 直径35㎜
ともにステンレススチール、10気圧防水、
ダイヤル：蓄光針 蓄光インデックス

①

①

②

②

©2010  あきやまただし／はなかっぱプロジェクト

●12月26日（水）～2019年1月7日（月） 
●8階催物会場 ※ご入場は閉場30分前まで
※1月1日（火・祝）は店舗休業日〈12/31（月）午後6時終了・1/7（月）午後5時終了〉

主催：中日新聞社　
後援：名古屋市教育委員会、
　　 公益社団法人
　　 名古屋市私立幼稚園協会

詳しくはこちらから

入場料

※三越 M CARD・エムアイカード・伊勢丹アイカード・
　エムアイ友の会カード・株主様ご優待カードの
　ご提示で、ご本人さまならびにお連れさま
　1名さままで無料でご入場いただけます。
※混雑状況により、入場を制限させていただく場合が
　ございますので予めご了承ください。
　お子さま（小学生以下）のみでのご入場は
　ご遠慮願います。事故防止のため、
　ご理解・ご協力の程お願い申しあげます。

はなかっぱ & ももかっぱちゃん ハイタッチ会はなかっぱ & ももかっぱちゃん ハイタッチ会

※各回30分程度。
※カメラをお持ちください。

大人（中学生以上） /500円 
2歳以上/300円 ※1歳以下無料

大人気の「はなかっぱ」のイベントを
星ヶ丘三越で開催！
等身大のはなかっぱと

ももかっぱちゃんがお出迎え。
会場内には、からだを使って遊べる
コーナーや映像を使ったメディアアート
など楽しいコーナーがいっぱい！ 
家族みんなで遊びに来てね♪

大人気の「はなかっぱ」のイベントを
星ヶ丘三越で開催！
等身大のはなかっぱと

ももかっぱちゃんがお出迎え。
会場内には、からだを使って遊べる
コーナーや映像を使ったメディアアート
など楽しいコーナーがいっぱい！ 
家族みんなで遊びに来てね♪

③

※写真はイメージです。

　冬休み キッズイベント　 鏡餅キャンドル作り
●12月26日（水）～29日（土） ●8階催物会場
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日は午後4時まで〉
◎参加費：1,080円 ◎20分程度

※写真の品は現品限り。

同時開催

歳末ジュエリー
感謝セール
wＫ18ＷＧ・
Ｐｔ/Ｋ18
ダイヤモンド
リング・ペンダント
各種【10点限り】
・・・54,000円均一

その他、新年に向けて、タオル・スリッパなど多彩に取り揃えております。

●12月26日（水）・29日（土）・
　2019年1月5日（土）
　各日午前11時～・午後2時～

●好評開催中! 12月31日（月）まで ●各階

予告

年末の大掃除に
大変便利! 

毎日の生活に役立つ
アイテムを多彩に
取り揃えました。

q〈ウチノ〉リパリ
①フタカバー
・・・・・・1,815円
②ペーパー
ホルダー
・・・・・・1,556円
③トイレマット
・・・・・・1,944円
いずれも素材各種

↑十二支御膳敷紙
（5枚入）・・・・・・・・・・・540円 
十二支御祝箸
（5膳入）・・・・・・・・・・・648円 
■7階 食器

↓干支懐紙（15枚入）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各410円 
■7階 食器

↑迎春飾り 栄楽・・・・・・・・・・・・3,888円 
約Ｈ24.5×Ｗ24×Ｄ7.5㎝　■7階 食器

参加
無料

予
告


