
包んで、贈ろう !

お洒落風呂敷特集

花柄

ご予約・お問い合わせ：

TEL.089-934-8182

きれいを贈ろう

みなも 水ようかん初夏 れもん

ルームスプレー作り体験

ハンドトリートメント無料体験
 【各日 午前10時～午後5時】 

 【1回目：午前11時 ・ 2回目：午後1時 ・ 3回目：午後3時】 

※約30分

※お一人さま約15分

c.汚
れ防止にはこちら

□ 各階
□ 5月13日（日）まで

プレゼントのブラウスと

コーディネートしてバッグとして使ってね。

ポップなイメージが

そのまま

おしゃれインテリアに。

優しいフラワープリントが人気です。

お好きなカラーとケースを合わせて
オンリーワンリップスティックスを。

さりげなく刻まれたお名前と、
遊び心のあるモチーフが洗練されたあなたらしさを演出します。

小さいサイズでありながら、和菓子
のようにその時々の旬を感じる
ことのできる限定ルージュ。

1点1点丁寧に手刺繍された
プチギフトにオススメの小物。

周りのみんなを笑顔にする
フラワー柄は、明るいお母さんにぴったり。
風呂敷もあえてインパクトのある柄で
スパイシーなコーディネートに。

フラワーだけとは違う
和らいだ印象が
くつろぎの空間をより
ハッピーに演出します。

母の日
三 越 の

EVENT

2018.5.13

〈チャージ〉
ブラウス

［写真の品（参考商品）］

風呂敷

各 16,200円
指定外繊維（リヨセル）100％、
ベトナム製
■ 3階 チャーミングテラス

■ 1階 フラワーショップ

■ 1階 フラワーショップ

〈ローラ アシュレイ〉扇子
a.                                            b.3,132円4,212円
いずれも素材各種、扇袋付、中国製

本体：18cm本体：21cm、ギフトボックス付

■ 2階 ローラ アシュレイ

■ 6階 イベントサロン

〈エトフ〉
a.b.西陣織トートバッグ

c.  ビニールカバー

各 7,560円

2,160円から

〈ゲラン〉
ルージュ ジェ 各 5,832円

〈ランコム〉ラプソリュ ルージュ 各 4,320円

〈資生堂〉ルージュルージュピコ
各 1,944円

〈花真珠〉母の日セット
5,001円

〈資生堂〉ネイルエナメルピコ
各 1,080円

ポリエステル、約W22×H22×D10cm

ポリ塩化ビニル、約W22.5×H22.5×D10cm

■ 1階 ハンドバッグ

■ 1階 化粧品

京都の伝統的な
織物を使用した
トートバッグ。
お茶会やお着物の
シーンでのサブバッグにもぴったりです。

3,780円

3,780円

フラワーアレンジメント

紫陽花

各 2,484円
いずれも綿100％、
約92×95cm、日本製

ポリエステル100％、約100cm幅、日本製

綿100％、約105cm幅、日本製
アクリル樹脂、日本製

自分で色々
包みたい方

風呂敷包み方教室 風呂敷包みサービス

参加費：無料

参加費：540円
定員：各回6名さま

● 5月6日（日） ● 5月12日（土）・13日（日）

● 5月3日（木・祝）

● 5月5日（土・祝）・6日（日）

［午後2時］

基本的なアレンジ結びから、風呂敷バッグの作り方を
お教えいたします。包みたいもののご相談も承ります。

専門スタッフによるブレンド
エッセンシャルオイルを
使用した、ルームスプレー
作りを体験していただけます。

三越で母の日ギフトをお買いあげいただいた方、
風呂敷選びのお手伝いをし、お好みの結び方で
プレゼントをお包みいたします。

贈りたい方、
お気軽に
ご相談ください

ご予約・お問い合わせ  ☎ 089-934-8002  （6階 呉服）

ご予約・お問い合わせ  TEL.089-934-8038     担当  中井・砂田
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a

a

a
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b
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b
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〈ゼンマ〉
a.ポーチ
b.手提げポーチ
c.巾着

3,456円
3,240円

いずれも素材各種、ベトナム製

約15×25cm

1,404円 約15×15cm

約15×24cm

■ 1階 ファッションパーツ

いずれも日本製

〈ロジカ〉
カット アンド ソーン
a. 10,800円 b. 9,720円
綿100%、日本製
■ 3階 チャーミングテラス

〈アニエスベー ボヤージュ〉アバカトートバッグ 〈ゲンテン〉サニーバッグ
a.                                    b.a. 25,920円 b. 23,760円 27,000円 24,840円

いずれもマニラ麻、フィリピン製

W35×H35×D9cm W24×H29×D24cm
いずれも綿・牛革、タイ製（日本製生地使用）

■ 1階 アニエスベー ボヤージュ ■ 1階 ゲンテン

誕生月の花々がデザインされた
胸元のプリントラメが華やかさを演出。
肌触りのよさも喜ばれるアイテムです。

かごバッグの新作。シンプルで程よくナチュラルな印象が
夏のコーディネートを引き立てます。

帆布の産地、岡山県倉敷市で昔ながらのシャトル
織機を使い、手間をかけて織られた生地を使用。
ショルダーも付いている2WAYバッグは、デイリーに
気軽に持ち歩いていただけるアイテムです。

アイデア
プラス

とっておきギフトは

やっぱり

風呂敷：3,780円
リング：648円

風呂敷：3,780円 

ご予算に合わせて
アレンジメント承ります。

5月9日（水）
までの

お申し込みで
母の日5 13 日

にお届け!!

母の日ギフトにオススメの
夏バッグが登場

a
b

カラー

22色
ケース

14種類

5月1日（火） 新発売

限定ネイルも同時発売。

4mL
2.2g

3.5g

3.4g

名入れ（刻印）サービス

※英数文字・モチーフなど合わせて10文字刻印できます。 ※刻印には、お時間をいただく場合がございます。

ニールズヤード レメディーズ

はなしんじゅ

スライス オブ ライフ ■ 2階

要予約

■ 6階 和雑貨［5月1日（火）より6階イベントサロン］

■ 6階 和雑貨 ［5月1日（火）より6階イベントサロン］

期間限定

モチーフも

ご用意

W27×H30×D16cm W24×H25×D15cm

花真珠にMother of Pearl
（真珠母貝）のai（愛）を
たっぷり込めました。
忙しいお母さんと一緒に
花真珠 aiシリーズを使った
ハンドトリートメントを
ぜひ体験してみてください。

オールインワンミルクジェル 200mL・ハンドクリーム 20g・スキンケアソープ 25g

※別途送料がかかります。
※一部お届けできない
　地域がございます。



土 日

● 5月11日（金）～13日（日）

ハウス オブ ローゼの商品を
税込2,700円以上のお買いあげの方

☎089-934-8178 

☎ 089-947-1266

各回:先着6組12名さま 
●参加費（1組さま・お土産付き）：1,080円

先着5組10名さま 
●参加費（1組さま）：824円

※エプロンをお持ちください。※お申し込みは先着順となります。
※1回のお電話にて1組のみの受付となります。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。

〈ジョアン〉動物パンを作ろう！

パンのお渡し時間  【1回目：午後1時以降・2回目：午後2時30分以降】

■5月13日（日） 【1回目：午前10時30分・2回目：正午】 
■地階食賓館 ステージ

■5月13日（日） 【午後3時30分】
■地階食賓館 ステージ

EVENT
一緒に

対象：小学生のお子さまの親子

対象：小学生のお子さまの親子

いずれもお電話にてお申し込みください。お申し込み： 5月8日（火） 〈1日限り〉

5階子ども服・各階
28 6

☎ 089-909-3708

愛媛県立松山中央高等学校吹奏楽部
ゴールデンウイークコンサート

アインシュタインラボ 理科実験ショー

「松山鮓を作ろう!」

〈フロマジュリー ピノ〉
スモークチーズすくい !

【午前11時～午後6時】

〈参加無料〉
ピーターラビット と
記念撮影

TM

すし

参加者募集
〈土屋水産〉
 親子郷土料理教室カラーリング+1本アート

税込1,080円
対象年齢：3歳以上14歳未満
※必ず保護者同伴でご来店ください。

※いずれも写真はイメージです。   ※記載の価格は消費税を含む総額にて表示いたしております。 ※掲載の商品・プレゼント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。 
※状況により整理券を配布する場合がございます。  ※天候または交通機関等の影響により入荷遅れ、または入荷できない場合がございます。
※本人または、天候・交通機関等の影響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。

http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama
松山三越

〈営業時間〉午前10時～午後7時

3階

地階

1階

5階

5階

5階

5階

5階

アクセサリー天然石すくいアクセサリー天然石すくいアクセサリー天然石すくい

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

〈受付：各日 午前10時～午後6時〉

お母さんと一緒にきれいになろう!!

3,024円
ラ・ローゼ ハンドケア
セット RG y
ラ・ローゼ ハンドクリームRG（50g）、
ラ・ローゼ ハンドソープ（200mL）、
チーフタオル
（綿100%、約24×24cm）、
ギフトボックス入、日本製

■ 5階 ハウス オブ ローゼ

みずみずしい
フレッシュローズの香り！！

ハンドケアサービス

母の日に美味しい時間を届けよう

〈とらや〉母の日水羊羹

〈カフェコムサ〉母の日ケーキ
いちごブーケのケーキ

〈文明堂総本店〉母の日カステラ

しっかりした食感とコクのある味わい。
母の日限定パッケージの水羊羹。

甘酸っぱく香りのよいいちごを
カーネーションに見立てたケーキ。

真だこと真ふくのお刺身をポン酢とカルパッチョ
ドレッシングでお楽しみいただける贅沢なセット。

底にザラメのついた長崎カステラに
ありがとうのメッセージを添えて。

6個入

12cm15cm

1本（0.35号）

■ 地階食賓館 とらや

■ 5月5日（土・祝）より販売  ■ 地階食賓館 文明堂総本店

■ 2階 カフェコムサ

■ 4階 バッグラゲッジ　

■ 5階 キッチンウエア

■ 5階 キッチン雑貨

30点
限り

5 11 ～13
金 日

母の日限定特集

ご予約  30点限り

ご予約  15点限り ■ 5月9日（水）まで

5月3日（木・祝）まで

5月12日（土）・13日（日）

〈エース〉ウルティマボディバッグ

メンズエプロン

〈ブルーノ〉コンパクトホットプレート

レディスエプロン

承り期間

お届け日
※ご予約の際、お選びください。

2,160円

1,080円

〈烏鶏庵〉
烏骨鶏卵デニッシュパン

烏骨鶏の卵を使用した話題の
デニッシュパン。

1.5斤 1,620円

3,132円5,184円

12,960円

6,480円

12,960円

2人前、【送料込、冷凍便】

〈下関料亭 みもすそ川別館〉
真だこのカルパッチョとふくのお刺身

5,400円

家族が集まるゴールデンウイークだから 母の日 & 父の日

人気のトラベルバッグ「カナナプロジェクト」の母の日
限定カラーをはじめ、使いやすいメンズボディバッグなど
アクティブなシーンにぴったりのカジュアルバッグを。

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番。
使い方次第でさまざまな料理を楽しめます。

エプロンギフトもペアで贈れば新鮮。

お買いあげの方
先着10名さまに
ペットボトルカバー
をプレゼント。

 

 

ナイロン、約W16×H29×D9cm、中国製

綿100%

4,860円 ポリエステル52%・綿48%
いずれも日本製

W37.5×H14×D23.5cm、平面プレート・たこ焼きプレート・木ベラ付
※写真はイメージです。（マルチプレートは別売りです。）

〈カナナ プロジェクト〉リュック（小）16,200円
ナイロン・ポリエステルオックステフロン、
約W29×H28×D10cm、中国製

ペーパーフラワーを作ろうペーパーフラワーを作ろうペーパーフラワーを作ろう
〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉

● 4月28日（土）・29日（日・祝）
● 4月30日（月・振休）
● 1階 アトリウムコート

1階 アトリウムコートでもワクワクが体感できます!

このほか、「かがくのステンドグラスづくり」や
「発電ミニ四駆」の体験コーナーも登場!!

● 1階 アトリウムコート

〈各日 午後2時～2時30分〉
母の日のプレゼントに手作りの
ペーパーフラワーを贈ろう!

● 5月5日（土・祝）

● 4月24日（火）～5月13日（日）

● 4月30日（月・振休）

「愛媛のチカラ」を全国へ発信する
彼らの圧倒的なパフォーマンスをぜひ。

生徒さんたちの、
とびきりの笑顔で
おくるステージです!!
ぜひお楽しみください。

〈午前11時〉

がんばる赤ちゃんたちを
みんなで応援してね！

水で落とせる水溶性
ネイルを使って
かわいくアレンジ。

オリジナルカードで
「ありがとう」を贈ろう!!

3階婦人服フロアにて母の日ギフトを
お買いあげいただいた方に、
メッセージや似顔絵が描ける
　   「オリジナルメッセージ
         カード」を差しあげます。

赤ちゃん
ハイハイ競争
赤ちゃん
ハイハイ競争
赤ちゃん
ハイハイ競争

● 5月5日（土・祝）

● 5月5日（土・祝）・6日（日）

● 5月5日（土・祝）・6日（日）

● 5月5日（土・祝）

● 5月5日（土・祝）

● 5月3日（木・祝）・4日（金・祝）

振ってもらおう！
サイコロゲーム
振ってもらおう！
サイコロゲーム
振ってもらおう！
サイコロゲーム

5階子ども服にて税込1,080円以上お買いあげの方
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！ ※お一人さま1回限り。

ハマビーズで「メッセージ入り
カーネーション」作り
ハマビーズで「メッセージ入り
カーネーション」作り
ハマビーズで「メッセージ入り
カーネーション」作り

アイロンの熱でくっつく不思議な
ビーズを使って、母の日にかわいい
カードを贈ろう！

袋入りプチスモークチーズを
大きなスプーンですくってみよう!

参加費：税込301円
〈各日 午後2時～2時30分〉

〈各日 午後2時～2時30分〉

〈午前11時 ・ 午後1時〉

〈午前11時・午後1時30分〉

〈午後3時30分〉

〈受付：各日 午前10時～午後6時30分〉

「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！

※水を使いますので、濡れてもよい
　服装でお越しください。

〈ボーネルンド〉
アクアプレイで水遊び体験
〈ボーネルンド〉

アクアプレイで水遊び体験
〈ボーネルンド〉

アクアプレイで水遊び体験
参加費
無料

〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉〈ボーネルンド〉

対象年齢：3歳以上

参加費：税込1,080円
対象年齢：3歳以上

1階 7階

■ 5月3日（木・祝）・4日（金・祝）■ 各回30名さま

※参加整理券を開催当日午前10時から7階特設会場で配布いたします。
※整理券は各記念撮影時、お並びいただいていない場合、無効となります。

各日午前11時・午後3時  ■ 7階 特設会場
各日午後1時   ■ 1階 アトリウムコート

定員：各日先着10名さま

● 5月5日（土・祝）・6日（日）

フロマジュリー ピノのお買いあげレシート
［期間：4月28日（土）～5月6日（日） ※合算可］を
     ご提示ください。

対象年齢：中学生以下

大集合! ワクワク体験 KIDS王国 

インストアライブ

～光って美しい～

色と光の魔法
～光って美しい～

色と光の魔法
～光って美しい～

色と光の魔法

体験 !
南極ブリザード
体験 !
南極ブリザード
体験 !
南極ブリザード

一緒にお出かけしたいね

一緒にお料理、楽しんで欲しいな

in 大街道

実験1 実験2

テレビでの科学実験で
お馴染みの北原淳氏率いる
アインシュタインラボが
松山三越アトリウム
コートにやってくる!!

キッズネイルキッズネイル1階 キッズネイル いつでも
体験可能!!

税込1,000円以上で 1回
税込2,000円以上で 2回
ご参加いただだけます。

※加工に約1時間かかります。

予約優先制

ビーズ：デンマーク製

ぺーパーフラワー：中国製

ご予約  50点限り

ご・予・約・承・り・ま・すご・予・約・承・り・ま・す

1,404円

〈パティスリー モンシェール〉
堂島バウムクーヘン

堂島ロール

1個

1,296円1本
【季節限定】堂島甘夏ロール 1,620円1本

1本堂島ロール フルーツ入 1,782円

0120-95-7886ご予約・
お問い合わせ

初登場

こちらもご予約できます。

5 13
日

販
売
日

5
4販

売
日

ご自宅までお届けします。　産地直送

※数に限りがございます。

金・祝

※ 北海道・沖縄と離島などの地域にはお届けでき
　 ません。詳しくは係員へお問い合わせください。

※数量に達し次第終了いたします。  ※地階食賓館 サービスカウンターでもご予約いただけます。

参加費：税込301円
定員：10名さま 対象年齢：5歳以上

【 当日販売もいたします。                                                                          】■ 地階食賓館ステージ （ケーファー横）

［ お渡し場所：地階食賓館 サービスカウンター ］ ［ お渡し場所：地階食賓館ステージ （ケーファー横） ］

堂島バウムクーヘン【50点限り】【20点限り】烏骨鶏卵デニッシュパン

販
売
日

※地階食賓館 サービスカウンターでもご予約いただけます。

地階

ネイルズユニーク

ステージ（アクセサリー横）


