
仙台三越夢の福袋 ①

光の広場1階定禅寺通り館

※価格は全て税込価格です。

※価格は全て税込価格です。

ティーナ・カリーナ
「ひとり昭和歌謡祭」
コンサート出演権

201,700円 税込　

ティーナ・カリーナ「ひとり昭和歌謡祭」春の特別公演ステー
ジにて夢を実現。プロのバンドをバック演奏に、2,000人の前
であなたの歌を1曲披露。一夜限りのあなただけのひとり
昭和歌謡祭を開催。夢のステージに立てる福袋です。
●第54回輝く！日本レコード大賞新人賞歌手
  ティーナ・カリーナによるボーカルプライベートレッスン（2回）
●当日はプロによるヘアメイクとステージ衣装をお貸出しいたします。
〈実施日程〉２０１7年4月29日（土・祝） 
〈会場〉仙台サンプラザホール
●TVの取材がある場合もございます。
●お申し込み後、抽選となります。
　1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 光の広場で応募用紙にご記入
　ください。抽選を行い、当選された方には後日連絡をさせていただきます。

●お申し込み後、抽選となります。
　1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 光の広場で応募用紙にご記入
　ください。抽選を行い、当選された方には後日連絡をさせていただきます。

主役はあなた！2,000人の前で
あなたの歌声を披露しよう！

限定1名様 100万円 税込　

お子様とキャラクターが
絵本の中で夢を叶えます！

お子さまが主役の絵本を
オリジナルキャラクターで制作

〈企画内容〉

〈作家〉
「第9回こどもアニメーションフェスティバル」
グランプリ受賞作家 UWABAMI

絵本作家がお子さまの「夢」を
絵本化。世界で一つだけの
オリジナル絵本をお子様と
作家がともに作ります。

●完成品５冊お渡し　
●作家話し合い １回～２回

限定1名様

34,560円 税込　

仙台うみの杜水族館 お泊まり飼育係体験福袋
〈実施日程〉

〈企画内容〉

〈参加人数〉4名（1家族4名まで）限定5組様

２０１7年3月24日（金）午後6時30分受付開始・午後7時集合
               25日（土）午前8時30分解散

●魚類飼育体験 ●えさやり体験 ●夜の水族館見学
●大水槽「いのちきらめく うみ」前での就寝
●イルカトレーナー体験　●イルカとの記念撮影

1家族4名様まで（限定5組様）

●1家族4名様まで参加いただけます。4名未満の場合も販売価格は変わりません。 ●参加条件：日本語での注意事項が理解できる
方、階段やプールサイドを自力で歩行できる方、小学4年生以上の方（2017年3月時点） ●24日は夕食・入浴等を済ませてご参加く
ださい。25日は朝食をとらず解散となります。  ●現地までの交通手段（駐車場のご利用は可能です）および、就寝用の寝袋・毛布等
はお客様ご自身でご用意ください。 　
●お申し込み後、抽選となります。1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 光の広場で応募用紙にご記入ください。
　抽選を行い、当選された方には後日連絡をさせていただきます。

・仙台出身の2人組ユニット
・2016年発売の初の絵本作品“しゅばばばばばばびじゅつかん”が
 全国的に話題となる。

仙台三越夢の福袋 ②

光の広場1階定禅寺通り館 仙台三越 
1日子供店長体験福袋

小野砂織さんプロデュース 
自分磨き福袋
見た目年齢 －5歳に撮られる5つのポイント

2,017円 税込　

開店時のお客さまのお迎
えや接客体験のほか、百
貨店の裏側を見学・体験
できる人気企画。頑張っ
てくれたお子さまにはごほ
うびも用意しています。

TV番組に出演し、自己紹介
や放送日の翌日から始まる
本館7階催事の告知を行う
福袋です。

楽天イーグルス福袋

〈実施日程〉
２０１7年4月29日（土・祝）

※実施予定日は
　2017年3月21日（火）を
　予定しています。

〈内容〉
●選手直筆サイン入りグッズ（サインボール・ユニフォーム）
●Koboパーク宮城 ＶＩＰシート

●対象は小学生となります。（2017年4月時点）
●お申し込み後、抽選となります。
　1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 
　光の広場で応募用紙にご記入ください。
　抽選を行い、当選された方には後日連絡を
　させていただきます。

〈実施日程〉２０１7年1月上旬
●お申し込み後、抽選となります。
　1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 
　光の広場で応募用紙にご記入ください。
　抽選を行い、当選された方には後日連絡を
　させていただきます。

お子様レポーター体験福袋

●対象は小学生となります。
●原稿はご用意いたします。
●告知内容は変更となる場合がございます。
●お申し込み後、抽選となります。
　1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 
　光の広場で応募用紙にご記入ください。
　抽選を行い、当選された方には後日連絡を
　させていただきます。

●女性限定となります。
●お申し込み後、抽選となります。
　1月2日（月・振休）・3日（火）、定禅寺通り館1階 
　光の広場で応募用紙にご記入ください。
　抽選を行い、当選された方には後日連絡を
　させていただきます。

※写真はイメージです。

限定1名様
2,017円 税込　

限定3名様

限定10名様
最小催行人員8名様

10,800円 税込　

限定3セット

75,000円 税込　

タレントで美容家の小野砂織さんを
はじめ、業界で活躍する講師陣を
招き1日集中レッスンを行います。
また、プロカメラマンが撮影したご自身
の写真をプレゼントいたします。

小野砂織さん
　VIPシートは、ボールパーク改修に伴い、取り外したVIPシートとなります。
　（年間シート使用権利ではありません）

仙台三越夢の福袋 ③

光の広場1階定禅寺通り館

※価格は全て税込価格です。

パークリュクス仙台

新築住宅ご契約のお客様に

既存の建物の耐震工事を
ご注文いただいたお客様にザ・ガーデンズ勾当台通

タワーレジデンス

都内人気ホテルスイートルーム
宿泊券（1泊・1室2名利用）

共通初売特典

仙台三越

新築マンション福袋

新築住宅福袋

リフォーム福袋

三井不動産レジデンシャル

仙台三越三井ホーム

JR「仙台駅」徒歩約6分

地下鉄「北四番丁駅」徒歩約4分

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※初売期間〈1/2（月・振休）・3（火）〉に、定禅寺通り館１階 光の広場相談窓口に
　ご来場いただき、建築工事請負契約の締結が、平成29年1月31日(火)までに可能な方。　
※建築地は三井ホーム東北支店の施工可能エリア内とさせていただきます。
※VAXの搭載は新築のみとなります。

いずれもご成約が限定数に達した時点で募集を締め切らせていただきます。他のキャンペーン等との併用はできません。その他、詳しくは当日係員にお問い合わせください。

限定10組様

初売特典

初売特典

①三井ホーム
　耐震システム「VAX」装着

ご注文金額の10％の
仙台三越でお使いいただける
インテリア購入権をプレゼント

②200万円分(税込)の仙台三越で
　お使いいただけるインテリア購入権

次世代耐震技術
「VAX（バックス）」
内壁枠組みに制震ダンパー
と制震フレームからなる制震
デバイスを組み込んだ「バッ
クス」は、三井ホームのオリ
ジナル制震技術です。

※初売期間〈1/2（月・振休）・3（火）〉に、定禅寺通り館１階 光の広場相談窓口に
　ご来場いただき、建築工事請負契約の締結が、平成29年1月31日(火)までに可能な方。　
※建築地は三井ホーム東北支店の施工可能エリア内とさせていただきます。

※初売期間〈1/2（月・振休）・3（火）〉に、定禅寺通り館１階 光の広場相談窓口に
　ご来場いただき、2017年3月末までに成約されたお客様が対象です。

仙台三越夢の福袋 ④

ギフト・ブライダルサロン6階本 館

※価格は全て税込価格です。

2017 ウェディング福袋

仙台ロイヤルパークホテル
ロイヤルスイートルームで
プライベートエステ
最上級客室で味わう

癒し体験

2,100,000円 税込　

①ウェスティンホテル仙台
　　［THE SYMBOLプラン］

●1泊朝食付 ガーデンレストラン「シェフズテラス」
●フェイシャルまたはボディトリートメント60分（1泊につき2名様分）
●プライベートヨガレッスン40分
●THALGOクリームミルクバス（1泊に付2個）
●ペアディナー付　ガーデンレストラン「シェフズテラス」または 
　中国料理「桂花苑」からお選びください。
●お土産付

●ロンネフェルト社のハーブティー、コーヒー、プチスイーツなど
　滞在中何度でも（10時～23時）
●夕暮れのガーデンを眺めながら、スパークリングワインなど
　お好みのドリンクでお楽しみください。（17時～19時）
●アーリーイン 14時（通常15時）　レイトアウト12時（通常11時）

〈プラン内容〉

〈特別特典〉

〈ご利用期間〉2017年2月1日（水）～7月31日（月）
　　　　　　　　（除外日/5月3日（水・祝）～6日（土））

仙台三越の引出物・引菓子 持込料無料

挙式・50名様ご出席披露宴プラン

★さらに各会場ごとにスペシャル特典がございます。　

ウェスティンホテル仙台チャペル

限定3組様

1,850,000円 税込　

②仙台ロイヤルパークホテル
　　［モンシェリー会場プラン］

限定5組様

1,803,600円 税込　

③仙台勝山館［蔵舞台神前式プラン］
限定2組様

2,000,000円 税込　

④ホテルメトロポリタン仙台プラン
限定3組様

限定5組様

共通初売特典

150,000円 税込　2名1室 エステ、夕朝食付

●お申し込み後、抽選となります。1月2日（月・振休）・3日（火）、本館6階ギフト・ブライダルサロンで
　応募用紙にご記入ください。1月4日（水）抽選を行い、当選された方には後日連絡をさせていただきます。

●お申し込み後、抽選となります。1月2日（月・振休）・3日（火）、本館6階ギフト・ブライダルサロンで
　応募用紙にご記入ください。1月4日（水）抽選を行い、当選された方には後日連絡をさせていただきます。

ウェスティンホテル仙台の
ウェディングプランナーがお待ちしております。

月・振休 火 13時～15時・1 2 3

仙台三越夢の福袋 ⑤

宝飾サロン7階本 館

ホール　特設会場7階本 館

※価格は全て税込価格です。

カラーダイヤモンドリング福袋
純金4点セット福袋

2,017万円 税込　

● 置物「酉　親子」（28.3g）
● 額物「富士山」（20g）
● 石川光一作「小判」（17g）
● 2017年カレンダー酉人形タイプ（0.5g）

● D-2.02ct、FIG、VS1

● リング：D-2.02ct、F、VS1、EX、D-計1.27ct
● ペンダント：D-2.05ct、G、VS2、3EX、 D-計1.19ct

限定
1点

限定
1セット

2ctダイヤモンドリング・ペンダントセット
福袋

1,000万円 税込　

限定
3セット100万円 税込　

稀少性の高いグリーンダイヤモンドのジュエリー福袋です。

圧倒的な存在感と稀少性の高い2カラットのダイヤモンドを
用いたリングとペンダントのセット。カラーやカットなどのグレード
も高い、価値あるジュエリーの福袋です。

仙台三越仙台トヨペット
新型車C-HR

325.4万円
ミ　ツ　コ　　シ

特別価格 税込　

三越商品券10万円分プレゼント初売特典

※宮城県登録かつ平成29年3月までに登録できる方に限ります。
※メーカーオプションの追加・変更はできません。　
※リース契約・業販はお断り致します。※他の特典との併用はできません。

限定5台

グレード/HV G　排気量/1,800cc　型式/ZYX10-AHXEB
車両本体価格/2,905,200円
メーカーオプション/バックカメラ
販売店オプション/フロアマットラグジュアリータイプ・ETC車載器ボイスタイプ
ナビ連動・ETCセットアップ手数料・サイドバイザー ベーシック・ナンバーフレーム
デラックス（フロント・リヤ）・ドライブレコーダー（DRD-H66）・
TCナビDCMパッケージ（NSZT-W66T）・
アルミ付スタッドレスタイヤ（225/50R18）
ボディカラーは8色からお選びいただけます。ホワイトパールクリスタルシャイン
は別途（32,400円）

ボディカラー：メタルストリームメタリック

オプション合計605,578円　合計価格3,510,778円

仙台三越夢の福袋 ⑥

トラベルセンター1階本 館

※価格は全て税込価格です。

トラベル福袋は、2日（月・振休）午前8時より本館1階トラベルセンターで承ります。
ご希望のお客様は、本館1階トラベルセンターへお並びください。

〈日程〉2017年7月21日（金）～24日（月）

〈出発日〉2017年3月12日（日）

ご利用期間：
2017年1月15日（日）～6月30日（金）
平日・日曜限定(ゴールデンウィーク等除外日有)
お食事/お部屋　
チェックイン/15時 　チェックアウト/11時
送迎/仙台駅東口より無料送迎バス有り（要予約）

〈スケジュール〉仙台三越（10：30）＝宮城IC＝山形蔵王IC
＝嘯月（やまがた舞子による舞、会席料理の昼食）・
山形まるごと館紅の蔵＝山形蔵王IC＝宮城IC＝仙台三越
＝仙台駅（17：00頃）

［仙台→八丈島→熱海→仙台］

露天風呂付お部屋「旭（あさひ）」に宿泊するプラン
「旭」プラン

豪華客船 にっぽん丸で行く 
仙台発着 夏休み
「八丈島・熱海
花火クルーズ」4日間秋保温泉「茶寮宗園」

宿泊クーポン

 税込　439,000円

お二人参加時のお一人様旅行代金

ペアで1泊2食（入湯税別）

12.5畳＋10畳＋広縁＋露天風呂
ビスタスイート

限定1室

 税込　108,000円 限定10組

 税込　19,800円 限定40名様
（最少催行人員25名様）

〈特典〉1部屋につき船内商品券10,000円

 税込　260,000円
デラックスベランダ

限定2室
〈特典〉1部屋につき船内商品券5,000円

 税込　161,000円
スーペリアステート

限定3室
〈特典〉1部屋につき田崎真也監修ハウスワイン
またはにっぽん丸オリジナル紅茶セット

しょうげつ

※掲載のツアーは、この広告でのお申込は受け付けておりません。資料（パンフレット）をご請求ください。　三越トラベルセンター☎022-221-8353

やまがた舞子の舞と山形市「日本料理の嘯月」の
会席料理を楽しむ雅なひととき日帰りの旅

仙台三越夢の福袋 ⑦

フルーツボックス1階本館地下

フレッシュマーケット1階定禅寺通り館地下

※価格は全て税込価格です。

フルーツボックスオリジナル
アニバーサリーケーキ福袋

●1月2日（月・振休）にご応募いただいた方の中から抽選となります。
　（当選の方のみ1月5日（木）までにお電話にてご連絡をいたします。）
●ご希望の日に店頭にてお渡しいたします。

2,017円 税込　
限定
1名様

（約縦30×横30×高さ7cm）
※写真はイメージです。

和のスタイル1階本館地下

ランドマーク8階本館
和酒1階本館地下

ご会食絆袋 本館8階
ランドマーク

親・子・孫3世代のお客様が
一堂に集いご会食を楽しんで
いただく福袋です。「お子様
ランチ」を共通メニューとし
それぞれの世代のお客様に
合わせてご用意いたします。
懐かしい「お子様ランチ」を
思い出と共に。絆深まる団欒
の席にお使いください。

10,800円 税込　 先着限定
10組様

※写真はイメージです。

大人4名様・子供2名様 
合計6名様分
※詳しくは係員におたずねください。

ランドマークの特別企画。
3世代のお客様に集いの場をご提案。

両口屋是清脇和菓子13選 宝袋

2,001円 税込　
先着限定
30袋

3,996円 税込　
限定
14セット

13ショップの和菓子17個がお楽しみいただける、
お得な詰合せです。

ギフトコーナー1階本館地下

焙煎の仕組みのレクチャーを受け、手軽
にフライパンで焙煎体験ができる福袋。
・One’sブレンド200g
・焙煎講座受講券
・焙煎講座用生豆200g

One’s coffee焙煎講座福袋

蔵王酒造
オリジナルラベル＋蔵元見学福袋

162,000円 税込　
162,000円 税込　
129,600円 税込　

限定
1名様

大吟醸BY27金賞受賞酒 720ml×30本 1セット
大吟醸 3年古酒 720ml×30本 1セット
大吟醸 斗瓶取り 1.8ℓ×12本 1セット

自分だけのオリジナルラベルで世界に一つだけのお酒
を作ることができます。

●お申し込み後、抽選となります。
●お渡しは1/20（金）以降とさせていただきます。
※詳しくは係員におたずねください。
お問い合わせ　本館地階1階 和酒売場　☎022-221-7784

いずれか1種類をお選びください

27,000円 税込　 限定
6組様

山形県黒澤ファーム
農業体験福袋

 2名様一組

仙台三越で人気の黒澤さんが育てるつや姫を田植え
から稲刈りまで体験できる福袋。

●対象は20歳以上となります。
●お申し込み後、抽選となります。
お問い合わせ　定禅寺通り館地階1階 フレッシュマーケット
サービスカウンター　☎022-221-7778

・田植え（5月中旬～下旬）　
・稲刈り（9月下旬から10月上旬）
・オリジナルクラフトパッケージ入り
　2017年新米つや姫2kg×5袋

生産者  黒澤信彦氏


