
■7月24日（火）～30日（月） ■7階 催物会場

■7月24日（火）～30日（月）

婦人スペシャルプライスバザール

※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。  ※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種。　※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。   

〈最終日は午後4時閉場〉

チュニックワンピース 8,532円
ストレッチパンツ 5,292円 帽子 5,292円

ネックレス 3,132円

エムアイ友の会フェスタ
エムアイ友の会 会員さま限定 夏の特別企画

夏の抽選会

期間中、エムアイ友の会お買物カードを
ご利用のうえ、税込5,400円以上（期間中の合算可）
お買いあげのお客さまは、さまざまな賞品が当たる
夏の抽選会にご応募いただけます。

〈当選発表〉賞品は店頭での引き換えとなります。厳正なる抽選のうえ、
8月14日（火）以降に当選ハガキの発送をもって発表とかえさせていただきます。

詳しくは、松山三越 6階 エムアイ友の会カウンターへ。

〈午前10時～午後6時〉TEL.089-931-8605

応募用紙に、必要事項をご記入いただき、
レシートを貼付のうえ、松山三越1階・3階・
5階・7階に設置の応募箱にご投函ください。

7月24日（火）～31日（火）応募
期間

A
コース

B
コース

C
コース

D
コース

ご希望のコースを
選んでご応募いただけます！

愛媛県産
伊予黒毛和牛
ロース肉
ステーキ用 
（200g×3枚）

〈ヨックモック〉
プティサンクデリス
（シガール×4、クッキー4種、
計31個入）

彩果の宝石
（フルーツゼリー
15種、計27個入）

〈芦屋ラカサ〉サマーフェア
神戸・芦屋で人気のセレクトショップ「芦屋ラカサ」。
芦屋ラカサオリジナルストレッチパンツは
サイズバリエーションが豊富でS～XLまで取り揃えています。

世界18カ国から、お求めやすい
価格のコスチュームアクセサリーや
デザイナーによるこだわりの品を
多彩に取り揃えてご紹介いたします。

〈ワールドコレツィオーネ〉
アクセサリーフェア

1階 アトリウムコート情報

〈ゴールデンフット〉
カジュアルシューズ各種

各3,240円100点限り
チュニックドレス各種

2,160円20点限り
婦人お楽しみ袋

3,240円10点限り
〈サボイ〉カジュアルバッグ各種

各3,240円100点限り
ブラウス各種

2,160円20点限り
婦人カット アンド ソーン各種

各2,160円30点限り

※写真は組み合わせの一例です。

ブラウス
各種

綿100％、
フリーサイズ、

韓国製

5,400円

ボトム各種

テンセル65％・
麻20％・綿15％、

M・L、中国製

綿100％、S～LL、日本製 ©TOKYO2020

8,295円

ワンピース
各種

Tシャツ各種

ポリエステル100％、
M・L、韓国製

8,532円

各4,299円

カーディガン
各種

ポリエステル95％・
ポリウレタン5％、
フリーサイズ、韓国製

6,372円

a.c. 各5,400円
ｂ.d. 各8,424円 東京2020 公式ライセンス商品

カット アンド ソーン特集

ブラウス特集

サンダル
特集

選べるギフト 婦人画報×RING BELL
〈麻の葉〉コース
選べるギフト 婦人画報×RING BELL
〈麻の葉〉コース

5名さま

10名さま

50名さま 100名さま 〈ワールドコレツィオーネ〉
864円からアクセサリー各種

ボリュームスリーブの
トップスと

ワイドパンツで
今年らしい
シルエットに
スタイリング
しました。

ボリュームスリーブの
トップスと

ワイドパンツで
今年らしい
シルエットに
スタイリング
しました。

シンプルなデザインの
ワンピースは大人っぽくて
カジュアルにも楽しめます。
日差しケアや
冷房対策に
カーディガンを
羽織るのも
おすすめです。

シンプルなデザインの
ワンピースは大人っぽくて
カジュアルにも楽しめます。
日差しケアや
冷房対策に
カーディガンを
羽織るのも
おすすめです。

　　リゾートスタイル特集

24日（火）オープニングサービス 28日（土） 1日限りの特別提供品

a

b

c

d

3,240円から

3,240円から

【8点限り】

【8点限り】

【5点限り】

【5点限り】

夏の

夏の
主役アイテムを

お買い得価格

ご提供！
にて

松山三越初登場

7/2018 24 火

松 山 三 越



※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。 ※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中止・変更になる場合がございます。 ※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。   ※状況により整理券を配布する場合がございます。

劇中場面「ムーミン谷の夏まつり」より

［前売券販売場所］ 7階催物会場 お会計カウンター
前売券好評販売中！！

ムーミンがやってくる！

※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。  
※参加整理券は各①～③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。  
※キャラクターショーではありません。  ※カメラはお持ちください。

■日時 8月7日（火） 
①午前11時～  
②午後1時～  ③午後3時～

一緒に写真を撮ろう！
【参加無料】

50名
さま

各回

夏の赤ちゃんのからだケア
お気軽に
お立ち寄り
ください。

☎089-934-8178 
※お申し込みは先着順となります。
※1回のお電話にて1名さまのみの受付となります。 
※必ず保護者同伴でご来店ください。 ※詳しくは係員にお問い合わせください。

〈午前11時～午後6時〉

〈午前10時～午後7時〉

対象年齢：6歳以上

〈ネイルズユニーク〉
夏休みキッズネイル

世界中で人気を集めている「フェールラーベン」を
期間限定でご紹介。30年以上のロングセラー
商品となり、今なお幅広い世代で愛されている
アイコンの「Kanken」バッグの他、カラフルで
タフなアイテムを豊富に取り揃えました。

水で落とせる水溶性ネイルを使って
かわいく格好良くアレンジ。

〈レコルト〉スマイルベイカーミニカラーリング+1本アート 1,080円
対象年齢：3歳以上14歳未満

対象年齢：1歳以上13歳未満（みつろうクレヨン・サインペンをご用意しております。）

※必ず保護者同伴でご来店ください。

※未就学のお子さまは保護者同伴でご利用ください。　※お子さま一人につき1枚限り。

☎ 089-947-1266

☎ 089-934-8096

ご予約優先

●越殿楽 ●五常楽 ●陪臚
そのほか楽器の紹介もございます。

雅楽 ～悠久の調べ～

夏休みスペシャルコンサート
愛媛県立北条高等学校吹奏楽部による

愛媛雅楽会

in 松山三越

〈フェールラーベン〉POP UP 

みきゃん&ダークみきゃんが
やってくる！

1階 アトリウムコートに

専用のペン・クレヨンなどを使って
オリジナルハンカチを作ろう！

名前を
入れるのも
いいね♪

家族みんなで楽しく遊べるラジコン！
まるでバギーカートレーサーになったような気分を味わえます。

お子さまをお連れのうえ、8階サロンレストランで
お食事いただいた方に白いうちわをプレゼント！
自由にお絵かきをしてオリジナルのうちわを作りませんか？

〈受付：各日 午前11時～午後6時〉

■7月24日（火）～8月31日（金）

■7月27日（金）～8月10日（金）

〈受付：各日 午前10時～午後6時30分〉

白いうちわに絵を描こう！

■8月31日（金）まで
〈受付：各日 午前10時～午後6時30分〉

〈午前10時～午後4時〉
■7月24日（火）～30日（月）

■7月28日（土）

モグモグ楽しい離乳食講座
〈午前11時から〉■8月12日（日）

■7月31日（火）

〈受付：各日 午前10時～午後6時50分〉

〈レコルト〉スマイルベイカー ミニ 
特別販売会

ホットケーキミックスを入れて焼くだけ！
可愛いスマイルの柄が焼けます。

■2階 ニューヨークランウェイ ネクスト

■7月24日（火）～30日（月）

7/28（土）・29（日）実演販売

■5階 キッチン雑貨

7/24 8/31～火 金

2018
夏フ スェ

Summer Festival

各階で開催！

2,700円

キーホルダー

〈ジョアン〉
こども店長 参加者募集

好みのキーホルダーや小銭入れに
名入れ体験ができます。

■7月28日（土）・29日（日）■7月28日（土）・29日（日）

■7月29日（日）

7月24日（火）からお電話にて受付いたします。

7月24日（火）からお電話にて受付いたします。

お申込み・
お問い合わせ

■地階食賓館「ジョアン」

〈受付：各日 午前10時～午後6時30分〉

■8月17日（金）〈午後2時〉

〈午前11時・午後2時〉

1個 各1,080円
小銭入れ 1個 各2,700円

〈ボーネルンド〉
ハマビーズで遊ぼう！

「バギーカート物語」夏休みスペシャル企画

8/11（土・祝）・12（日）
かわいいくらげ作り

■8月11日（土・祝）・12日（日）・18日（土）・19日（日）

8/18（土）・19（日）
国旗柄コースター作り

〈受付：各日 午後2時～2時30分〉

〈午後2時30分から〉

参加費：1個 各301円

参加費：1回 201円（約3分間） 追加遊戯 201円（約3分間）/

参加費：540円

対象年齢：3歳以上　

対象年齢：3歳以上　

対象年齢：3歳以上　

※3歳から10歳までのお子さまはご家族の方と一緒に遊んでいただきます。
　操作に慣れてくれば、お一人での操作も可能です。

※最大連続遊戯は3回まで。

対象：小学生のお子さま

先着5名さま /参加費無料

パン屋
さんのお仕事を体験しよう！

ビーズ：デンマーク製

各日 午後2時

8月7日（火）
8月11日（土・祝）・12日（日）・18日（土）

◯みきゃんのみ

◯みきゃん&ダークみきゃん

演目：

ご予約・お問い合わせ：5階 ベビールーム

ベビールームイベントのご案内
ベビールーム看護師による

ベビールーム保健師による

実際に使われたパペット（人形）や、
セット模型、貴重な資料を
中四国初公開！

1階1階

※お昼休憩がございます。

化粧品化粧品

8階8階 サロン
レストラン
サロン
レストラン

1階1階 アトリウム
コート
アトリウム
コート

1階1階 ファッション
パーツ
ファッション
パーツ 4階4階 下り

エスカレーター前
下り
エスカレーター前

5階5階 ボーネルンドボーネルンド

夏休みは松山三越で遊ぼう！

音 を聞こう楽

楽しいイベントが楽しいイベントが
大人も子どもも一緒

に遊べる
大人も子どもも一緒

に遊べる

盛りだくさん !盛りだくさん !
楽しいイベントが
大人も子どもも一緒

に遊べる

盛りだくさん !
ショッピングを
家族みんなで

楽しんじゃおう♪
ショッピングを
家族みんなで

楽しんじゃおう♪
ショッピングを
家族みんなで

楽しんじゃおう♪

予約
不要

予約
要 先着5名さま

1階  アトリウムコート

ハンカチお絵かき 〈タケナワレザー〉名入れ体験

かわいい
ネイルで
お出かけ♪

好きな形を
選んでね♪

ママと一緒に
おやつ作り！

5階5階

親子でお揃いに
しちゃおう！

■7月28日（土）
■1階 アトリウムコート

ステージイベント
土曜夜市を盛りあげる 堀尾泰磨 「津軽三味線ステージ」〈午後4時から〉

〈午後4時30分から〉
〈午後5時から〉
〈午後5時30分から〉

愛媛オレンジバイキングス「チームPR」 
HULA KUMI MIZU フラダンスステージ
あいテレビ番組PR&キッズチアダンス

〈午後6時から〉 いらだ連 野球拳踊り

■8月7日（火）～22日（水） ■7階特設会場

同時開催
会場内では、

かわいい「ねこ いぬ 
グッズマルシェ」も
開催いたします！

ご応募いただいた愛犬・愛猫の
「とっておきの1枚」をご紹介！

〈最終日は午後4時閉場〉

展覧会でしか手に入らない
オリジナルグッズも多数販売！

愛媛県
イメージアップ
キャラクター
「みきゃん」

愛媛県
「ダークみきゃん」

100円引き
三越ストアアプリの
クーポン画面ご提示で

参加費
※お一人さま各日1回限り。
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