
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
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パナソニック ビューティー プレミアム体験＆ご予約会
●3月1日（金）・2日（土）

●1階コスメティックサロン レストスペース

〈ファルファーレ〉×〈神戸・山の手スカート〉
期間限定販売
●2月20日（水）～3月12日（火）
●4階エスカレーター横特設会場

〈ラブリー〉POP UP SHOP
●2月20日（水）～26日（火） 
●1階ライオン玄関口特設会場

◎参加費：無料（お一人さま約30分）
三越伊勢丹グループとパナソニックストアでのみお取扱いの
プレミアムシリーズの「美顔器」などを期間限定で体験・
ご予約していただけます。
ご予約・お問合せ ＴＥＬ/052-783-3185
星ヶ丘店1階コスメティックサロン ナゴミクラブカウンター

［包丁 刃研ぎ承ります］
540円から ※最終日は午後2時受付終了、午後5時終了。

ラグジュアリーなアイテムから
普段使いのアクセサリーまで
種類豊富にご紹介いたします。
q〈ラブリー〉
①カメリアサイドクリップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,592円
②リボンバナナクリップ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,240円
③ベアーバッグ・・・4,860円
いずれも素材各種

「神戸・山の手リボンジャケット」が
新登場。6色展開で、セレモニーや
お仕事着にも活躍する
ジャケットです。
q〈ファルファーレ〉
バレエシューズ・・・9,612円から
22～25cm
〈トレコード〉
リボンジャケット・・・各15,120円
ポリエステル・その他繊維、Ｍ・Ｌ

両面ディンプル加工が刃離れを良くする三徳包丁や、柔らかい食材を
きれいに切ることができるスライスナイフなど展示販売いたします。

光と影のファンタジー 藤城清治版画展
●2月20日（水）～26日（火） ●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

e「こびとたちのパーティー」・・・・・・・・・・・・・・・・・172,800円
レフグラフファイン、41.1×34ｃｍ、　1992©Seiji Fujishiro/HoriPro

三越特選 五月人形早期特別価格販売会
●2月20日（水）～3月26日（火） ●5階イベントスペース

〈グレステン〉包丁実演販売会
●2月20日（水）～26日（火） ●7階リビングステージ〈最終日午後5時終了〉

　　　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。

〈フローラリア〉期間限定販売
●2月20日（水）～26日（火）
●4階エスカレーター横特設会場

三越伊勢丹 婦人ブラックフォーマル
お引き取りキャンペーン
●2月20日（水）～3月17日（日）
●4階フォーマルサロン

期間中、1階・2階コスメティック各ショップ、4階エステティクサロン ソシエ、7階ハウスオブローゼ
でのお買いあげで、通常税別100円＝10ポイントを12ポイントにアップ！ おトクにポイントを貯める
チャンスです。※期間中は何度でもご利用いただけます。※〈ソシエ〉は物販のみ対象。

〔星ヶ丘店・栄店 合同〕
名古屋三越コスメティッククラブカード

［ポイント換算］20％UPキャンペーン

五月人形販売会は
4月26日（金）午後5時まで
開催いたします。

●2月20日（水）～3月5日（火）

光と影の詩人、藤城清治氏の作品は
心の中に幸せをよび、感動と希望を伝えて
くれます。孤高の影絵作家として新しい
活動の場に挑戦し続け、幅広いテーマで
制作した影絵作品は「光と影の祈りの芸術」
の世界を作り上げています。本展では、
今までに制作された代表作の影絵を
版画にして展示販売いたします。
この機会にぜひご高覧ください。
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転写プリントサービスオーダー会
■2月20日（水）～26日（火） 
■2階上りエスカレーター前特設会場

お気に入りの写真を雑貨に転写プリントして
世界に１つだけのオリジナルバッグを
作ってみませんか。

→①銀糸エコバッグ・・・・・・・9,720円
ポリエステル、銀糸、Ｗ33×Ｈ35×Ｄ10㎝

②牛革パスケース・・・・・・・・・5,400円
牛革、Ｗ6.5×H11㎝

③ポーチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,320円
ポリエステル、銀糸、Ｗ18×Ｈ14㎝
※商品のお渡しは約1カ月後。
※一部お渡しが約4カ月後の商品がございます。
　詳しくは係員にお尋ねください。

レザーアクセサリーなど
新作が種類豊富に
入荷いたしました。

イギリス バーミンガムを拠点とした、
遊び心のあるデザインが特徴のブランドです。
フェア期間中は、蝶タイ、ポケットチーフなどの
アイテムもご提案いたします。

→〈タイラー＆タイラー〉
カフリンクス ①10,800円  ②・・14,040円 ともに真鍮
タイバー ③・・・・・9,180円   ④・・・・・8,640円 ともに真鍮
⑤蝶タイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,100円 毛100％
⑥ポケットチーフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,640円 絹100％

〈シンディベンディ〉
3rdアニバーサリー
フェア
■2月20日（水）～26日（火） 
■3階シンディベンディ

〈エイデンアンドアネイ〉ＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰ
■好評開催中！ 2月26日（火）まで 
■5階キッズステージ〈最終日午後5時終了〉

〈タイラー＆タイラー〉デビューフェア
■2月20日（水）～3月5日（火）
■6階メンズファッションパーツ

上品なチュール使いや、
アッパーやヒールにポイントのあるデザインに注目。
今春オススメのパンプスをご紹介いたします。

↓①〈バークレー〉パンプス・・・・17,280円 生地・人工皮革
②〈ピッティ〉パンプス・・・・・・・・・15,120円 牛革
③〈リーガル〉パンプス・・・・・・・・・18,360円 牛革、チュール
④〈リズラフィーネ〉パンプス・・・19,440円 牛革、チュール
■3階 ニューズスクエア レディスシューズ

通常、お取り扱いのないアイテムまで幅広く取り揃えております。

2F
デザインと機能性を兼ね備えた通勤にもオススメなバッグ。

〈レイジースーザン〉バッグ
①・・・28,080円 牛革、Ｗ33×Ｈ22.5×Ｄ12㎝

②・・・10,260円 
合成皮革、Ｗ27×Ｈ30×Ｄ13㎝

③・・・15,660円 
牛床革、合成皮革、
Ｗ30×Ｈ27×16㎝
■2階 レイジースーザン
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タンポポや鹿、ウサギたちが生き生きと暮らすファンタジックな森を
描いたコレクション。繊細な線とやわらかな色合いが、
お子さまをやさしく包みます。

←〈エイデンアンドアネイ〉モスリンスワドル
（2枚入り）・・・・・・4,104円 綿100％、約120×120ｃｍ
Present   2月20日（水）～26日（火）の期間中、
5,400円以上お買いあげの方、先着20名さまに
「オリジナル巾着ポーチ」をプレゼント。

→〈a蒼o〉
①新作レザー
三角バレッタアクセサリー
・・・・・・・・・・・2,160円 牛革
②ハニカムネックレス
・・・・・3,780円 長さ：63cm
（長さ調整可能）

③ボリュームフラワー
ヘアゴム・・・・・・4,104円 
ともに素材各種
■2階 トプカピ

各日午前10時・午前11時・正午・午後2時・
午後3時・午後4時・午後5時

ご不要になった婦人ブラック
フォーマルウエア・バッグを回収し、リサイクルして地球
の資源保護に役立てます。ご協力いただいた方には
「ショッピングサポートチケット」をお渡しいたします。
［ショッピングサポートチケットについて］
税込54,000円以上の
ブラックフォーマルウエアは10％割引。
税込32,400円以上のカラーウエアは10％割引。
税込10,800円以上のブラックフォーマルバッグは5％割引。
※一部対象外の商品もございます。※詳しくは係員までお尋ねください。

q〈グレステン〉
①プレミアムスライスナイフ
17ＧＭ・・・・・・・・・14,040円
②プレミアム三徳包丁
16Ｍ・・・・・・・・・・・・17,280円
ともにグレステン鋼、
刃渡り約17ｃｍ

w光雲作・鎧飾りセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・324,000円
間口70×奥行45×高さ73cm

福よせ雛プロジェクト「チーム星が丘」 
●好評開催中! 3月3日（日）まで ●1階ライオン玄関口
各家庭でのお役目を終えて、供養後不要となった雛人形に
新しい役割をもって再生するプロジェクトです。

福よせ雛「福めし」
※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。
※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。
※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。
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梅の開花に合わせて梅ご飯を詰めました。
e〈なだ万厨房〉
梅見御膳・・・・・・・・・・・・・1折 1,782円　
■地下1階 なだ万厨房

多彩な海鮮の具材を使った
華やかなちらし寿司です。
e〈古市庵〉　
20品目福ちらし・・・・・・・・・・・1折 972円　
■地下1階 古市庵

ボリュームに満足！
人気の味わいを詰合せました！！
e〈ＲＦ1〉
美味多彩弁当・・・・・・・・・1折 994円　
■地下1階 ＲＦ1

トロ、かに身、いくらなど、
豪華海の幸満載の海鮮ちらしです。
e〈魚忠 魚河岸寿司〉　
トロ入り海鮮ひなちらし
・・・1折 1,188円　■地下1階 魚忠 魚河岸寿司

●好評開催中! 3月3日（日）まで 
●地下1階食品フロア

2/20（水）から販売

「チーム星が丘」その他展示会場ー星ケ丘ボウル・星が丘テラスEAST 1Fコミュニティールーム 他

星ヶ丘三越
初企画

要
予約

ずっと綺麗なまま飾っておける
アーティフィシャルフラワーの
世界を春らしくアレンジしました。
ボヌールには「幸せ」「幸福」の
意味があります。フォーマルサロン
コーナーにはモダンなデザインの
仏花もご用意いたしました。
q〈フローラリア〉ボヌール
（3点一式）・・・・・・・・・・84,240円
アーティフィシャルフラワー、
花器：アクリル・ステンレス、サイズ各種

NEW

↑3周年記念 星ヶ丘三越限定
ビジューフラワーバッグ
・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】6,264円 
素材各種、Ｗ29×Ｈ20×Ｄ13ｃｍ

Present   16,200円以上お買いあげの方、
先着20名さまに「ブローチ」をプレゼント。


