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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。
© 2019 ISETAN MITSUKOSHI

●1月16日（水）～21日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
レディスファッションセール

セレモニースタイルフェア

ロボホンフェア
●1月16日（水）～22日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

ティンガティンガアート展
●1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〉

ＨＡＰＰＹセレモニーフェア
●1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〉

ＨＡＰＰＹセレモニーコンテスト
上記期間中、5階こどもフロアで5,400円以上お買いあげの方へ
投票用紙をお渡しします。5階フロア展示の星ヶ丘三越イチオシの
セレモニースタイルの中から、お気に入りのスタイルに投票ください。
一番人気のスタイルに投票していただいた方の中から抽選で2名さまに
「大切な記念日に合わせてフラワーギフト」をお届けいたします。
※フラワーギフトのお届けは2019年3月～4月の期間と
　させていただきます。

ＥＶＥＮＴ 実演販売会
●1月16日（水）・19日（土）・20日（日） 
　各日午前11時～午後6時

バイタミックス販売会
●1月16日（水）～22日（火）
●7階食器

ロボホンは、話がわかるロボットで、身振り手振りを交えて
お話しします。立ったり、座ったり、歩いたり、
言葉や音楽に合わせて楽しく動きまわります。
コミュニケーションの新しいカタチを
体験してみてください。

ご入園・ご入学・結婚式など
お祝いごとの多い春。
ブランドミックスのセレモニースタイルや
入学準備品をご紹介いたします。

［取扱いブランド］
◎ミキハウス ◎ニノ 
◎ドレッサージュ 
◎セントファーム
　（ヘアアクセサリー）
◎スマイリッシュ（入学準備用品） 

色鮮やかに、ダイナミックに動物を描いた東アフリカ
生まれの「ティンガティンガアート」。アフリカらしい
カラフルなデザインの雑貨とともにご紹介いたします。
eズベリ・ダイム「新緑のなかで」・・・・・140,400円 
額装サイズ72×72ｃｍ

定番モデルを
リエンジニアリングし、
使いやすい
コンパクトサイズになりました。
q〈バイタミックス〉
Ｅｘｐｌｏｒｉａｎ Ｅ310
・・・・・・・・・・・・・・・・・・64,260円 
本体：ＡＢＳ樹脂、
コンテナ容器：コポリエステル樹脂、
ブレード：ステンレス、
約Ｗ19×Ｄ22×Ｈ44㎝、
消費電力：900Ｗ、容量1.4L

wカーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,720円 アクリル・その他繊維
セーター・・・・・・・・・・・5,400円 アクリル100％
パンツ・・・・・・・・・・・12,960円 ポリエステル・毛
いずれもＭ～Ｌ

w①コート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円
ポリエステル100％、
後身頃：ポリエステル・レーヨン、Ｍ・L

②ダウンコート・・・・・・・・・・・・・・29,160円
表地：ナイロン100％、中わた：ダウン・フェザー、
裏地：ポリエステル100％、毛皮部分：タヌキ、Ｍ・L

●1月16日（水）～29日（火）
●4階フォーマルサロン

①
②

1月16日（水）
オープニング
サービス

wセーター・
パンツ・
スカート各種
【30点限り】

3,240円均一
素材・サイズ各種

入
園
式

卒
業
式

定番のシンプルなシルエットに花柄模様、袖山のギャザー、異素材の
フリルや裾のレースなどスパイスが加わり、ベーシックな中にフェミニンな
ディテイルをちりばめた卒業式にもぴったりな一着です。
q〈アナスイセレモニー〉アンサンブル 129,600円 

春に向けて華やかなシーンを彩る上質スタイル。ワンランク上の
スタイリングで様々なオケージョンに対応できるセットアップです。
w〈東京イギン ジブリーヌ〉ジャケット 57,240円  ワンピース 63,720円
ともにポリエステル100％、9～13号

ネックレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円 
シェルパール（人工真珠）、首廻り：42ｃｍ
イヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,180円 
プラスチックパール、
スワロフスキークリスタルガラス、キャスト

コサージュ・・・・・16,200円 
素材各種
バッグ・・・・・・・・・・・51,840円 
牛革、Ｗ24×Ｈ17×Ｄ8.5ｃｍ

ダンシングストーンネックレス・・・34,560円 
シェルパール（人工真珠）、首廻り：42ｃｍ
イヤリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,560円 
シェルパール（人工真珠）、
スワロフスキークリスタルガラス、真鍮

コサージュ・・・・・15,120円 
ポリエステル
バッグ・・・・・・・・・248,400円 
馬毛、牛革、
Ｗ22×Ｈ16.5×Ｄ10ｃｍ

1月16日（水）～ 22日（火） 
地下1階食品フロア・フードコレクション・1階星ヶ丘フードガーデン

※準備数量に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。

売りつくしセール

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されております。

※写真はイメージです。

お買得ワインワゴンセール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【200本限り】1,080円から
750ml、原産国各国　■1階 ルネ・デュ・ヴァン

同時
開催

eフランス金賞受賞赤ワイン6本セット
・・・・・・・・・・・・・・・【130セット限り】5,400円 各750ｍｌ、赤×6
●ヨーロッパ泡・白6本セット
・・・・・・・・【70セット限り】5,400円 各750ｍl、泡×2、白×4
■地下1階 フードコレクション

人気のお弁当にプラスワン
●地下1階各ショップ

料亭のお味噌汁
とうふ（1個）

同時開催 生活応援セール ●地下1階フードコレクション
●〈オーエスケー〉
大分県産はねだし椎茸・・・140g 1,080円
●〈宇野フーズ〉
北海道日高産天然日高昆布切り出し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g 864円
●〈にんべん〉つゆの素・・・1000ml 540円

●紀州南高梅つぶれ梅
（はちみつ・うす塩味）・・・400g 1,001円
●富山黒部米コシヒカリ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5kg 2,160円
●〈山形屋海苔店〉
山形屋の味付海苔
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8切144枚 1,080円

﹇
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※写真はイメージです。

えび・ひじき・わさびなど14種類の
新鮮な海山の素材を贅沢に
使用しました。

w〈尾張松風屋〉
徳用お好み味煎
・・・・・・【300袋限り】1袋 540円
■地下1階 フードコレクション

材料にこだわり、職人が
五三の技で焼き上げた、
しっとりもっちりしたカステラです。

w〈長崎 松井老舗〉五三焼 
長崎豊潤かすてら切り落し
・・・・・【500袋限り】600g 1,101円
■地下1階 特設会場

生鮮＆グローサリー
お買得セール同時開催！
●1月16日（水）～22日（火）

e〈柿安精肉〉
国産黒毛和牛モモすき焼き用【各日30kg限り】
・・・・・・・・・・・100gあたり 1,080円　■地下1階 柿安精肉

e〈宮田精肉店〉国産黒毛和牛 切り落とし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日30kg限り】300g 980円 
100gあたり約327円　■地下1階 宮田精肉店

e〈魚忠 魚河岸寿司〉
ぶり入り握り寿司盛合せ【各日50折限り】
・・・・・・・・・・・1折 1,080円　■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

e〈大彦〉長崎県産静岡加工真あじ開き
【各日200枚限り】5枚入 1,080円　■地下1階 大彦
q〈北野エース〉
ＱＢＢミックスナッツ
ファミリー缶
【100個限り】
・・・・・・・・・1個 1,080円
■地下1階 
　三越＋北野エース

半期に一度! 

人気の食品ギフトセ
ットが勢揃い! 

半期に一度! 

人気の食品ギフトセ
ットが勢揃い! 

食 品 ギ フ ト セ ッ ト

蟹を盛り付けた蟹ごはんと、
煮物などおかずを
詰め合わせました。
q〈なだ万厨房〉
蟹ごはんと彩々膳
【各日15折限り】
・・・・・・・1折 1,485円　
■地下1階 なだ万厨房
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男爵コロッケ
（1個）

ライスロール、生春巻き、ローストビーフのサラダ、
揚げ物など、野菜をしっかり摂取しつつ多彩な
味わいを詰合せました。
q〈RF1〉
30品目入り
Ｓａｌａｄ ｂｅｎｔｏ
【各日20折限り】
・・・・・・・1折 1,080円　
■地下1階 RF1

手羽先の甘辛揚げ（1本）

q〈まつおか〉
名古屋
うまいもの弁当
【各日50折限り】
1折 1,080円　
■地下1階 まつおか

※写真はイメージです。

星ヶ丘三越
名　　  物

　　　　　  セレモニースタイルフェア エムアイカード“ボーナス”ポイントキャンペーン
●好評開催中！ 1月22日（火）まで　●2階・3階・4階・5階 婦人服・こども服 対象ショップ
星ヶ丘三越限定

上記期間中、星ヶ丘三越の対象ショップにて「エムアイカード」のご利用で婦人服・こども服のセレモニースタイル（卒園・卒業・入学式用の
商品）を15,000円（税込）以上お買あげの方にもれなく、ボーナスポイントを1,000ポイント進呈いたします。※詳しくは係員にお尋ねください。

トリアセテート・ポリエステル、
9～11号


