
オールシーズン特集

サマーフォーマル特集

夏の軽装

※いずれも素材・原産国各種

7月17日○火
オープニングサービス

紳士フォーマル特集

白シャツ各種

紳士フォーマルスーツ

5,400円

37,800円

シルバータイ
素材・原産国各種

素材・原産国各種

素材・原産国各種

素材・原産国各種

3,240円
チーフ 2,160円

お盆や法事、偲ぶ会などの弔事の席にも
着ていただける正喪服以外の装いを多彩に。

特集

新作からお買得品、小物まで をお届け半期に一度

揃えて
おきたい !

※お渡しまで約1ヵ月かかります。

新作コレクション

夏のフォーマルフェスタ期間中は

エムアイ
ポイントが
貯まります。

お買いあげ額の最大10%（5・8・10%）
のポイントが貯まります。
次のお買物より1ポイント1円

として使えます。

割引後
さらに5%  特別

ご優待

エムアイカードのご利用で
婦人フォーマル
特別ご優待

を
いたします。

3階7階
※セール品・小物ほか、一部除外品がございます。
  ※詳しくは係員にお問い合わせください。
※「エムアイカード」は三越 M CARD、伊勢丹
       アイカード、MICARD＋等の総称です。 

※いずれも写真はイメージです。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。

サマーフォーマルワンピース
32,400円

トリアセテート70%・ポリエステル30%、中国製

Y4~BB7

ブラックフォーマル
アンサンブル

ポリエステル100%、中国製

涼やかなデザイン
腰回りが気になる方におすすめ

こだわりの一着を

ファーストフォーマル
におすすめ! !

ブラックフォーマルアンサンブル
39,960円

ポリエステル100%、日本製

長く使える
シンプルデザイン

〈ニナ リッチ〉
サマーフォーマルワンピース

91,800円9～13号

ポリエステル70%・レーヨン30%、日本製

〈ユキ トリヰ〉オールシーズン
ブラックフォーマルアンサンブル

118,800円7～15号

ジャケット・ワンピース下身頃：トリアセテート58%・
ポリエステル25％・レーヨン17％、
ワンピース上身頃：ポリエステル100％、日本製

（ジャケット・ワンピース）

7月17日（火）～23日（月）最終日は午後4時閉場

7階 催物会場

フォーマル
フェスタ

夏の

（ジャケット・ワンピース）

（ジャケット・ワンピース）

（ジャケット×2・スカート×1）

サマーフォーマル
ワンピース

27,000円
ポリエステル100%、日本製

70,200円
無地部分：トリアセテート54%・レーヨン
46%、レース地部分（グランド）：ポリエス
テル100%、日本製

サマーフォーマル
アンサンブル

〈人気ブランド〉
サマーフォーマルスーツ

16,200円
ポリエステル100%、ベトナム製

防臭・抗菌嬉しい機能 ! !

（ジャケット・ワンピース）

（ジャケット・スカート）

婦人ブラックフォーマル各種 10,800円【10点限り】

10,800円婦人セットアップスーツ                     ・アンサンブル                        各種

婦人フォーマル小物5点セット各種

【10点限り】

5,400円

37,800円

【10点限り】

（ジャケット・ワンピース）（ジャケット・スカート）
きちんと感が、会食や行事のときにおすすめ。

小物も充実! !

上着無し

上着無し

上着無し

オーダー特集

人気ブランド
洗練されたデザイン、
気品溢れるアイテムの
お買得品を多彩にご紹介! !

特集

〈人気ブランド〉カラーフォーマルワンピース各種
〈人気ブランド〉
ブラックフォーマルワンピース

10,800円

カラーフォーマル
ワンピース各種

ポリエステル100%、日本製
※写真は商品の一例です。

30,240円
スーツ3点セット

素材・原産国各種

着こなし次第で、
普段のお出かけにも

使えます

ビジネスシーンでも着こなせる
ジャケット2つのスーツセットが登場初企画

紳士ブラックフォーマル
スーツ 54,000

いずれもお仕立上り、素材・原産国各種

お仕立上り、素材・原産国各種

婦人アンサンブル
ブラックフォーマル

紳士タキシード・モーニングも
オーダー承ります

洗えるご家庭で ! !

       期間中、7階会場にて
       婦人フォーマルアイテムを
  税込30,000円以上お買い
  あげの方、先着150名さまに
  ストッキングをプレゼント。

※なくなり次第終了とさせていただきます。
〈お一人さま1点限り〉

結婚式など、華やかなシーンに

左：

右：

三越が選ぶ、サマーフォーマルおすすめPoint

差 黒がつく
三越ならではの

（ブラックフォーマルバッグ・サブバッグ・パールネックレス・イヤリング・念珠）

21,600円トリアセテート60％・ポリエステル40%

37,800円 トリアセテート65％・ポリエステル35%左：

右：
いずれも日本製

［写真の品］

［写真の品］

ポリエステル100%、日本製  ※写真は商品の一例です。

※いずれも素材・原産国各種

フォーマルバッグ
サブバッグ
晴雨兼用傘

38,880円
6,480円
12,960円

扇子

手袋
6,480円
3,240円

いずれも
素材・原産国各種

カラー
フォーマル
バッグ各種

4,860円か
ら

カラーフォーマル特集

21,600円

※セール品につき、
　サイズは会場にて
　お確かめください。

（ジャケット・ワンピース）

（ジャケット・スカートまたはパンツ）

54,000円か
ら

※セール品につき、サイズは会場にてお確かめください。

97,200円か
ら

円か
ら

気になる部分の ※脇部分のみ
松山三越7/2018 17 火



肌美人夏の

食 & サプリ夏を楽しむ

ふたりの愛を結ぶリング

Sv925（ロジウムメッキ）・キュービックジルコニア

〈ヴァンドーム青山〉
プロポーズリング 10,800円

〈ミキモト〉
a.b.エンゲージリング

■ 1階 ヴァンドーム青山 ■ 1階 ヴァンドーム青山

■ 1階 ハッチ ■ 5階 和洋食器

■ 5階 キッチン雑貨

■ 5階 キッチン雑貨 バーミキュラショップ

実演販売会

■ 4階 バッグラゲッジ

■ 5階 寝具

■ 4階 紳士靴

■ 7月21日（土）

■ 2階 ワコール

■ 4階 モンブラン

■ 6階 ミキモト

永遠の愛を誓うプロポーズ。
サプライズな幸せの瞬間を演出する
スペシャルなリング。
“指輪でサプライズプロポーズをしてほしい”でも
“エンゲージメントリングは一緒に選びたい”。
どちらの願いも叶えてくれる、プロポーズ専用
リングです。

細部にまで美が宿るミキモトのデザイン。
匠の技によるクオリティをブライダルリングへ。

重ねづけでより美しくなるセットリング。

１箱１箱手づくりで仕上げた桐の箱に、
お好みのはちみつをお詰めいたします。

女の子の「かわいい」がつまったジル
スチュアートのテーブルウエアコレクション。

愛らしいハートが食卓をおいしく演出します。

使えば料理が楽しくなる。手料理をしたくなる。あこがれのメイドインジャパンをぜひ。

特別な日に特別な美しさを添えるブライダル
インナー。ビューティアドバイザーがご要望を
お伺いしながら、インナー選びのお手伝いをいたし
ます。見違えるシルエットをつくる１枚をぜひ。

エアーシリーズの新モデル。新たな調整スリットと
両サイドのエッジを強化したカッティングにより繊細
かつタフにあなたの快適な眠りをサポートします。

スリムなケースをはじめ、シンプルで控えめな
スター クラシックのデザインに高級感のある
レッドゴールド仕上げの針やナンバーなどが
美しさを引き立てます。

      〈ヴァンドーム青山〉のエンゲージリングご購入時に
ご利用いただけるスペシャルサービスチケットを差しあげます。 ご成約いただいた方にプレゼントをご用意しております。

〈ヴァンドーム青山〉マリッジリング
a.レディス

b.メンズ

ヴァンドーム青山ならではの保証サービス
①サイズ直し ②石留め直し（マリッジ石代無料）
③枠変形直し ④爪立て直し 
⑤仕上げ直し（ご購入から3年間）  ⑥刻印直し
⑦クリーニング

108,000円

73,440円から
Pt950、D=計0.10ct

■ 1階 フェスタリア ビジュソフィア

〈フェスタリア ビジュソフィア〉
Wish upon a star GINZA collection
a.エンゲージリング

129,600円

108,000円

入会資格
1年以内にご結婚のご予定があり、ご本人さま名義のエムアイカードをお持ちの方。
※「エムアイカード」は三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD＋等の総称です。 

松山三越 ブライダルフェア
期間中、ご入会いただいた方に、
もれなく〈リーファ〉バンブー
ファイバー シリアルボウル2個組
もしくはプレート２枚組の
いずれか1点をプレゼント。

ご入会お申し込み・お問い合わせ

店内の対象商品を、ご優待価格でご案内。さらにエムアイポイントが貯まります。

ほかにも嬉しい特典いろいろです。

入会キャンペーン

5階ブライダルクラブ〈ギフトサロン内〉TEL.089-934-8135

松山三越

ブライダルフェア
■ ８月20日（月）まで ■ 各階

■ 7月17日（火）～23日（月）■ 各階

ご結婚の記念に

ご結婚パーティの準備

引出物・内祝いに

新生活のご準備

新婚旅行に

とと美美
健康健康

いずれもボーンチャイナ、直径約21.5cm、日本製

〈ハッチ〉桐箱3本セット

4,644円

〈ジルスチュアート〉
ペアプレートセット5,400円

〈ル・クルーゼ〉ココット・ダムール
31,320円

〈西川産業〉レギュラータイプ［エアーSX］マットレス
129,600円

ノルディックウォーキングポール
16,200円

〈ジョアン〉
明太レンコンカマンベール・

〈クラランス〉
ブライトニング ボディ ヴェール
7,020円

〈パナソニックビューティープレミアム〉
RF美容器 48,600円

375,840円

〈サムソナイト〉セオニー スーツケース 
エキスパンダブル 43,200円

〈ワコール〉

〈モンブラン〉スター クラシック 
デイト オートマティック

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※お選びいただくはちみつによって価格が異なります。
※結び紐は2色よりお選びいただけます。

鋳物ホーロー、W19×D16.5cm、フランス製

ポリカーボネート、約W37×H55×D23/27cm、36/44ℓ、中国製

オートマティック、ステンレススティール、スイス製

a
a

c d

b
b

a

b

c

〈バーミキュラ〉
７月21日（土）・22日（日）

これから始まるふたりの“ブライダルストーリー”

※ダイヤのグレードによって価格が変わります。

d.マリッジリング

c.マリッジリング

Pt950、＃3～＃17、D=計0.09ct

Pt950、＃3～＃17、中石：D=0.15ctから、脇石：D=計0.07ct

D＝計約0.45ctから

183,600円 D＝計約0.15ct

c.マリッジリング メンズ

b.マリッジリング レディス

Pt950、＃9～＃23

シングル ウレタンフォーム、約97×195×9cm、日本製

各日 【午前11時】 バーミキュラ ライスポット
【午後２時】 バーミキュラ オーブンポットラウンド

マリッジ&
エンゲージ
リング

※1 松山三越ブライダルクラブ入会は、エムアイカード入会のお申し込みが必要です。
※2 ご利用額100円（税別）あたりのポイント率です。一品3,000円（税別）未満の商品、
　   食品、レストラン、喫茶でのご利用は1ポイントをお付けします。

ノルディックウォーキングポール使用体験会

今、注目されつつある
“ウォーキングポール”。全身
運動ができるほか、全身の
筋肉を無理なく強化します。柔らかなヴェールが肌を包み込み、

透き通るような明るい印象のボディへ。

RF（ラジオ波）×超音波のリフトテクノ
ロジーで、肌にハリを与えてスッキリと
引き締め、美しいフェイスラインへ。

〈午前11時～午後5時〉

■ 7月20日（金）・21日（土）
RF（ラジオ波）美容器体験会

〈各日午前11時～午後5時〉

アルミシャフト、2本組（3段伸縮タイプ）、日本製

SPF20/PA+++、200g

■ 1階 クラランス

■ 2階 スライス オブ ライフ
■ 地階 ジョアン

〈ファンケル〉酵素にんにく卵黄
1,681円

夏バテが始まるこの時期に、
にんにくパワーを取り入れて、
心と体に活力を。

60粒（約30日分）

■ 1階 ファンケル

消費電力 約10W（充電時）、
本体寸法 W6.2×H22.5×D6.2cm、日本製

マリッジ
リング

マリッジ&
エンゲージ
リングプロポーズ

リング

女性の願いを
叶える

※1 年齢に応じたお手入れのこと

※メイク直し道具は各自ご準備ください。

※保証はデザイン・状態により対応できない場合もございます。

ココロもカラダも
ヘルシーな夏に!

UV対策

野菜を
食べよう

エイジング
ケア※1

厚生労働省が推奨する
健康作り運動「健康日本21」。
ジョアンから野菜たっぷりのパンを
ご紹介します。

238円各1個

519円1個

【各日各20点限り】 
いずれも焼き上がり：午前11時30分

かぼちゃと小松菜のピザ

お野菜ブレッド

愛媛マンダリンパイレ
ーツ

2018 後期開幕プレイボ
ールフェスタ

■ 7月21日（土）
■ 1階 アトリウムコート〈午後5時～6時〉

愛媛マンダリンパイレ
ーツの選手が松山三越

に!!

後期シーズンへの決意
表明や選手インタビュ

ー、

サイン会、撮影会など

多彩なイベントをご用
意しております。

※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。

快眠運動

応援してパワーをも
らおう!

サプリで
補給

2018
年イヤーモデル

２つ
の星が浮かびあ

がるカット

“Wish upon a sta
r ダイヤ

モンド
”

※2018年12月31日までの期間限定価格

237,600円から

388,800円から

Pt950

スピナー55

スピナー66（70/82ℓ）
スピナー75（94/107ℓ）

サイズの大きな

もございます。

［写真の品］ハンガリー産アカシア・カナダ産ホワイト
クローバー・国産フラワーブーケ、（桐箱代含む）

※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。  


