
クリスマス
の思い

出を

写真に残しま
せんか？

お買物のひとときを素敵なフラショーでお楽しみください。

クリスマスハワイアンフラショー
■12月8日（土）・9日（日）■1階 アトリウムコート

■5階 ボーネルンド■5階 ベベ

〈コロンブス〉レザーケア 体験会

1個 各301円レザー部分：
牛革

※詳しくは係員にお問い合わせください。

お
気
軽
に

ご
相
談

く
だ
さ
い
。

ベビールーム保健師による

〈ハマビーズ〉
お正月モチーフ作り

赤ちゃんの
冬のスキンケア

〈ベベ〉写真撮影会

キッズファッション
ショー

来年の干支などの
お正月モチーフを作りませんか。

●参加費：
　※対象年齢：3歳以上　※写真はイメージです。
ビーズ：デンマーク製

松山三越ウインターフェスティバル 2018

〈午前10時～午後5時〉
〈各日：午後2時～2時30分〉

■4階 紳士靴■12月22日（土）・23日（日・祝）

■5階 子ども服

〈午後2時から〉

ベベの商品を税込10,000円以上
お買いあげでご希望のお客さまは
その場で写真撮影にご参加
いただけます。撮影した写真は
後日CD-ROMにしてプレゼント！

かわいいお子さまたちによる、
この冬いち押しの
コーディネートを
ご紹介いたします。

プメハナ・ハワイアン・フラ・スタジオ
ナニ クーイオ
クハイ ハラウ オ カレイアヌエヌエオカラニ  パ オラパ カヒコ

ハーラウ フラ オ ホクラニ
アロハ エンジェル*

午前11時
正午
午後1時
午後2時
午後3時30分
午後4時30分

フラ ホアロハ
マカナレア フラ&オリタヒチ スタジオ
リコ レフア
プアナルマナ
フラ クミ チアキ
ロケ・ナニ 宮前教室

ご自分でレザー製品を磨いてみませんか？
専門スタッフがアドバイスいたします。

詳しくは係員にお問い合わせください。

●各日 各回 先着3名さま（要予約）

※レザー製品は各自お持ちください。 ※一部取り扱いのできないレザー製品もございます。

①午前11時～正午 / ②午後2時～3時 / ③午後4時～5時

お問い合わせ：☎089-934-8018 担当：植杉・飛田

〈タケナワレザー〉
レザー小物作り

1個 各1,080円●参加費：キーホルダー 1個 2,700円小銭入れ

クリスマスモチーフのキーホルダーなどの
小物をレザーで作ってみませんか。

■4階 下りエスカレーター前

〈各日：午前10時～午後6時30分〉
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お問い合わせ

☎089-934-8095

■11月22日（木）〈午前10時～午後4時〉
■5階 ベビールーム
※お昼休憩がございます。 ※予約不要

12/8 土 12/9 日

12
土22

12
月・振休24

三越ライオン像と
「ハイチーズ！」

※カメラをお持ちください。
※お子さまには必ず保護者の方がお付き添いください。

クリスマス仕様のライオン像に
抱きついたり乗ったり♪
お子さまから大人の方まで大歓迎！

■1階 ライオン像前（電車通り側）

〈各日 午後2時～2時30分〉

12
土15

12
月・振休24

&

■1階 アトリウムコート

サンタさん大集合！
今年もサンタがやってくる！

1階アトリウムコートにサンタさんが大集合！

各日先着100名のお子さまにお菓子をプレゼン
ト！

一緒に写真撮影もできます。

〈各日 午後3時〉

対象：小学生以下のお子さま  ※カメラをお持
ちください。 

12
土22

12
日・祝23

&

松山三越 各階

12
水26

12

27& 木

ベビー&マタニティイベント

Aloha!

1日限り 1日限り

2日限り

2日限り 2日限り

※空きがある場合は
当日参加も

　受け付けております。



http://www.mitsukoshi.co.jp/matsuyama
〈営業時間〉午前10時～午後7時

■1階 アトリウムコート

■1階 ネイルズユニーク

■地階食賓館 
フロマジュリー ピノ

※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。
※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

〈ネイルズユニーク〉
クリスマスキッズネイル

※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。

【ご予約優先】 ☎089-947-1266 

■11月13日（火）～12月25日（火）

〈ノルディカ ニッセ〉
期間限定販売

クリスマスマグカップ販売

■12月25日（火）まで

■12月18日（火）～24日（月・振休）

期間中、税込16,200円以上お買いあげで「えほん」または
「グリーティングカード」を、税込32,400円以上
お買いあげで「ブランケット」をプレゼント！
※お一人さま1点限り。なくなり次第終了。
※セール品と福袋は、対象外とさせていただきます。

※なくなり次第終了。  ※12月20日（木）以降順次お渡し。

※お一人さま1点限り。なくなり次第終了。

〈ボーネルンド〉クリスマスフェア

期間中、税込5,940円以上お買いあげの方
先着70名さまに「ミニカー（限定カラー）」をプレゼント！

■ 11月21日（水）から
〈ミキハウス〉クリスマスフェア

「2019新春福袋」ご予約承り中！

■ 11月14日（水）～12月25日（火）

デンマークの妖精をモチーフにした
木製の人形です。インテリアや
ギフトにおすすめです。

「愛犬とオーナーの生活をもっと特別なものに」を
コンセプトに愛犬との素敵なライフスタイルを提案する

婦人服と小型犬用服のブランドです。

ピッと耳に貼るだけの、お肌に優しいピアスです。
冬の新作も多数取り揃えました。

〈受付 各日：午前10時～午後6時30分〉

〈ルアンジュ〉
貼るだけピアス
「PiPPi」期間限定販売

※記載のない商品はいずれも素材・原産国各種。　※いずれも写真はイメージです。　※記載の価格はすべて税込です。　
※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。　※状況により整理券を配布する場合がございます。　

松山三越ウインターフェスティバル 2018

11月13日 火 12月27日 木

松山三越 各階

●カラーリング+アート1本 1,080円

11,664円婦人ニットセーター

各2,484円貼るだけピアス各種

■12月25日（火）まで

■12月11日（火）～25日（火）

フレッシュなフルーツの
味わいが口に広がる
スパークリングワインです。

日本製1,296円
MAMBO クリスマスマグ

1,998円

セラー・セレクション・
スパークリング・
メルロー・スウィート

5,292円ドッグニットセーター

クリスマス
アイテムを
ご紹介

おすすめ

クリスマスバージョンの
デザイン！

【24点限り】
赤発泡、甘口、750ml

サイズ：全長8.5cm

いずれもアクリル45％・毛30％・ナイロン25％

※対象年齢：中学生以下

■12月15日（土）・16日（日） 税込1,080円以上で1回
税込2,160円以上で2回

〈フロマジュリー ピノ〉
スモークチーズすくい

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!

フロマジュリー ピノのお買いあげレシート
［期間：12月11日（火）～16日（日） ※合算可］を

ご提示ください。

ご参加いただけます。

5 お買いあげプレゼント階ベビー・子ども服

クラスカ ギャラリー&
ショップ ドー〈 〉

■5階 和洋食器

大人のクリスマス

も

も
大
子
盛りあがる

人
ども

夫婦や恋人同士で

大切な
ワンちゃんと
お揃いの

コーディネイト♪

大人な時間を
楽しみませんか？

指先から
クリスマス気分♪

クリスマスパーティの
アクセサリーにも。 ■2階 スライス オブ ライフ

■2階 スライス オブ ライフ

〈プティバディ〉POP UP

■地階食賓館 ワインショップ・エノテカ

松山三越

幸せが
訪れるかも・・・？


