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〈各日 午後2時～2時30分〉
■7月22日（土）・23日（日）

カブトムシやてんとう虫など
4種類の昆虫の中から
選んで作ろう！

〈ボーネルンド〉
ハマビーズで昆虫作り

ベビールームイベント

参加費：301円  
対象年齢：3歳以上

〈午後2時～2時30分〉■7月30日（日）

「浮かぶ、流れる、
運ぶ」がわかる、
スウェーデンの
水遊び道具を
体験しよう！

〈ボーネルンド〉
アクアプレイで水遊び体験

対象年齢：3歳以上

〈各日 午後2時～2時30分〉
■8月5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日）

夜空にパッと咲いた
花火のような柄の
コースターを一緒に作ろう！

〈ボーネルンド〉
ハマビーズで花火柄
コースター作り

参加費：301円
対象年齢：3歳以上

参加費：1,080円
対象年齢：5歳以上

定員：先着6名さま

〈各日 午後2時～2時30分〉
〈午後2時～2時30分〉

■8月20日（日）・26日（土）

ハマビーズとお花型ビーズや
パールジュエリービーズをひもに
通して可愛い
ブレスレットを
作ろう！

〈ボーネルンド〉
ハマビーズ 
ブレスレット作り

参加費：301円
対象年齢：4歳以上

■8月13日（日）～15日（火）

期間中、5階子ども服にて税込3,240円以上
お買いあげの方各日先着20名さまにご参加
いただけます。大きな
サイコロを振って景品を
ゲットしよう！

サイコロゲーム

〈午後2時～3時〉■7月28日（金）
■5階 子ども服

■5階 子ども服

■5階 子ども服

■5階 ボーネルンド

■5階 ボーネルンド
■5階 ボーネルンド

■5階 ボーネルンド

■5階 ボーネルンド

お子さまに大人気！
縁日気分で楽しく
参加しませんか。
参加費：101円
対象年齢：3歳以上

ヨーヨー釣り

〈午後5時まで〉
■7月29日（土）

みつくん・こしちゃんのパネルと
一緒に写真を撮ろう

■ 5階 文具〈アンパンマングッズ販売〉
世代を超えて愛されるキャラクター「アンパンマン」の、
さまざまなグッズを取り揃えました。

夏に起こりやすい病気や、
暑さへの対策などご相談ください。

■7階 催物会場
〈miffy 手をつなごうフィギュア販売〉

①パズル 540円 紙、日本製

ビーズ：デンマーク製

ビーズ：デンマーク製

ビーズ：デンマーク製

ドイツ製

※お一人さま1回限り。

■8月11日（金・祝）

パッチワークのように
ステッカーを貼って自分だけの
オリジナルバッグを作ろう！

〈ボーネルンド〉
ステッカーデザインバッグ作り

②ぬりえ 216円 紙、日本製

③クーピーペンシル（12色入） 
  1,080円 日本製
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①

②

③

ベビールーム看護師による
夏の赤ちゃんのからだケア

〈午前10時～午後4時〉■ 7月27日（木）
※お昼休憩がございます。  ※予約不要

※水を使いますので、濡れてもよい
　服装でお越しください。

参加費
無 料

ぼくたちと
一緒に写真を
撮ろう！

浴衣や甚平を着て遊びに
来てくれたお子さま（小学生以下）
先着20名さまにインスタント
カメラで撮った写真をプレゼント！

!!

松山三越 5階 子ども服・各階
7 21 8 27（金） （日）

お気軽に
お立ち寄り
ください。

8月2日（水）～4日（金
）の期間中、松山三越

 5階

 子ども服にてお買
いあげ（税込み・期間中

の合算可）のレシート、

5,400円ごとに1回
、空くじなしの抽選会

にご参加いただけま
す。

※抽選回数は上限3
回までとさせていた

だきます。  ※お買い
あげレシートを抽選

会場にご提示くださ
い。 

（商品券や一部ブラ
ンドショップ・商品等

、除外品がございます
。）

空くじなしお買いあげ抽
選会3日間限

定！

抽選日：8月2日（水）～4日（金
）

会場 ：5階 下りエスカ
レーター前

5階

各150点
限定



INFORMATION

参加費：540円    
対象年齢：3歳以上

対象年齢：6歳以上

各1,080円  

キーホルダー 1個 各1,080円
小銭入れ 1個 各2,700円

定員：各日先着10名さま
参加費：1,080円
対象年齢：3歳以上   

■7月29日（土）・30日（日）

〈タケナワレザー〉
レザー小物に名入れ体験

■8月11日（金・祝）～13日（日）

■7月29日（土）・30日（日）

スマイルベイカー実演販売
親子で作ろう

■7月22日（土）・23日（日）
アクセサリー天然石すくい

夏休みキッズネイル

ハンカチお絵かき

特設会場7階

1階

5階

4階

1階

1階

ステージ（アクセサリー横）
おんがくの芽、育てよう。

アクアリウムワールド夏休みスペシャル企画

世界の民族楽器30種類以上が
松山三越に大集合！
展示している楽器はすべてさわってOK！
夏休みは世界の音といっしょに遊ぼう♪

『自分の描いた絵が
大画面上でまるで生きている
かのように動き出す！』
新感覚の体験型レクリエーション
ツール「紙アプリ」を使って、
画面上のアクアリウムに
自分の絵を泳がせてみよう！

DISNEY 
Collection の新作
「Alice’s curious 
garden」シリーズです。

●陪臚  ●越殿楽  ●五常楽
そのほか楽器の紹介もございます。

演目

ママと一緒にネイルを楽しみたい。
そんなお子さまのためのキッズ専用メニューを
ご用意しました。
マニキュアは水溶性の
ものを使用しているので、
水やぬるま湯で
洗い流して落とせます。

朝食＆おもてなしもおまかせ。
オプションのプレートも充実しています。

好みのキーホルダーや、
小銭入れに名入れ体験が出来ます。

水晶、ローズクオーツ、
アメシストなどの
天然石をお玉ですくって
ブレスレットに
加工いたします。

専用のペン・
クレヨンなどを
使って
オリジナルの
ハンカチを
作ろう！

素材各種、中国製

表：牛革、裏：合成皮革

いずれも綿100％、日本製

対応身長：約100～120cm

“氷菓処にじいろ”日光天然の氷 
四代目徳次郎 限定販売

「ふしぎの国の
アリス」エプロン

人気の

※対象年齢：3歳から14歳以下のお子さま。  
※必ず保護者同伴でご来店ください。

※完成まで約1時間。

※革パーツは1点につき3個までお選びいただけます。

※いずれも写真はイメージです。　※記載の価格はすべて税込みです。   ※ 掲載の商品は数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。  ※都合により、予告なしにスケジュールが変更・中止になる場合がございます。  ※状況により整理券を配布する場合がございます。

『紙アプリ』は株式会社リコーの商標でイベント向けソリューションです。

※最終日は午後4時閉場

※最終日は午後4時閉場（受付：各日閉場時刻の1時間前）

〈受付：各日 午前10時～午後6時〉
〈受付：各日 午前11時～午後5時〉

〈各日 午前10時～午後7時〉

■7月21日（金）～23日（日）

販売期間：8月1日（火）～14日（月）

〈午前10時～午後7時〉

〈午前10時～午後7時〉■7月24日（月）～8月7日（月）

夏休みスペシャル
コンサート

雅楽 ～悠久の調べ～

北条高校吹奏楽部による1階
アトリウムコート

2階 
アフタヌーンティー・リビング

■8月1日（火）
〈午前11時・午後2時〉

■8月10日（木）〈午後2時〉

各階でも

①大人用 4,104円
②キッズ用 3,132円

〈レコルト〉
スマイルベイカー
（パンケーキプレート・
ジンジャーブレッドマンプレート付）

ご予約優先    TEL.089-947-1266 

参加費：201円  

●山形県産
  まぁ～るい甘さの甘麹 
  十二穀シリアル付 
   1人前 981円
●栃木県産 とちおとめ 
   いちご  1人前 901円

NEW

NEW

ファッションパーツ

キッチン雑貨

下りエスカレーター前

化粧品 ネイルズユニーク

■8月4日（金）～6日（日）

〈鬼燈屋〉
小銭入れカスタマイズイベント

1階

イヌ・ネコ・クマなどお好きな
デザインをお選びいただき、
小銭入れをお作りします。

〈受付：各日 午前10時～午後6時〉

ステージ（婦人靴横）

パンケーキなら
調理時間

約3分

し 盛いイベント りだくさん！
参加費
無 料

夏休みは
松山三越で遊ぼう♪

キッズ楽器体験展 in 松山

©Disney

6,480円

対象年齢：3歳以上

三越 M CARDまたは、エムアイ友の会
お買物カードのご提示で101円 

1階 アトリウムコート 音楽イベント

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama

①

②

特別
ご優待
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