
ボリュームがありながら軽い、
優れた吸水性が特徴のタオルです。
↓〈ウチノ〉ザ・リッチ
①バスタオル・・・・・・・8,800円 約70×140cm
②スモールバスタオル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,950円 約50×100cm
③フェイスタオル・・・2,750円 約34×85cm
いずれも綿100％　■7階 タオル

優しいフォルムと温かみのある作品。
作り手の顔が見える、永くお使い
いただける家具や器をご紹介します。
↑〈多治見正勝〉
チェア・・・・・・・・・【1点限り】308,000円 
ナラ材、約W68×H73×D63cm（SH38cm）
■7階 食器

両面にレゾリヴァードの水洗いキルトを使用。
中わたの入った地厚なキルト生地は
マルチカバーにぴったりです。
↓マルチカバー・・・・・・・・・・・・14,080円 
生地：綿100％、中わた：ポリエステル100％、
約190×190cm
■7階 タイムレスコンフォート

キレイな暮らし特集

E V ENT
〈ビタクラフト〉調理実演
●4月11日（土）・12日（日）・
　18日（土）・19日（日） 
●7階キッチン 各日午前11時～午後5時
ビタクラフトの特徴を生かした料理を
実演を交えてご紹介するほか、
特別提供品をご用意しております。

こだわりの羊毛フェルト
〈サンファン〉POP UP SHOP
●4月8日（水）～14日（火） 
●7階エスカレーター前特設会場
〈最終日午後5時終了〉
大切なペットの写真や携帯画像から
自分だけのフェルト製オリジナルバッグや
雑貨小物をお作りいただけます。
［商品の一例］
●バッグチャーム・・・・・・・・・・・・・・4,730円から
※商品のお渡しまで約2カ月お時間をいただきます。

〈J-STYLE〉ビーズバッグフェア
●4月8日（水）～14日（火） 
●7階リビングステージ〈最終日午後5時終了〉
インドネシアのバティック（ろうけつ染めの布）の
模様に合わせて手刺し作業でビーズを施した
一点ものを取り揃えました。
［商品の一例］
●ビーズバッグ・・・・・・・・・・・・16,500円から

↑〈ビタクラフト〉ごはん鍋セット
（シリコングリップ付）・・・・13,200円
No.3850、2.0L、
約W26.0×D16.0×H15.6cm

エアウィーヴのアイテムは、
カバーはもちろん、

中材も洗えて清潔を保てます。

抗菌性の高い銀と銅をわたに練りこんでいるほか、
リサイクル銀で環境にも優しく耐洗濯性の高い

ピュアスレッド糸を使用しています。

↑〈ウチノ〉マシュマロガーゼ
プリントスキッパーワンピース
・・・・17,600円 綿100％、S・M・L・LL
■7階 タオル

↑〈西川〉メディックピュアシリーズ
羽毛肌掛けふとん・・・・・・・・・・・・・・・・・・24,200円 
ふとんがわ：ポリエステル80％・綿20％、
詰物：ダウン90％・フェザー10％、150×210cm、0.3㎏
まくら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円 
側：ポリエステル80％・綿20％、
詰物：ポリエチレンパイプ、
58×38cm
■7階 寝具　

※写真はイメージです。

※すべて日本製　※写真はイメージです。

〈エアウィーヴ〉
新生活応援フェア開催
●好評開催中! 5月6日（水・振替休日）まで ●7階エアウィーヴ
フェア期間中、対象のマットレスパッドもしくはFUTONシリーズを
お買いあげで配送無料。また、対象のベッドマットレスもしくは
ベッドフレームをお買いあげで、配送・組立・設置・引き取りが無料。
※一部フェア対象外の地域・商品もございます。
※詳しくは係員までお尋ねください。

日本アトピー協会推薦品で、
肌がデリケートな方でも

心地よくお使いいただけます。

春のリビングフェスタ
●4月8日（水）～14日（火） ●7階リビングフロア

ベッドパッド・・・・・・・・・・・・・11,000円 
表生地：ポリエステル100％、
裏生地：ポリエステル65％・綿35％、
詰物：ポリエステル100％、100×205cm

“ピックアップアイテム”

①

①

②

②

③

化粧水+乳液+美容液+クリーム、これ1本で
お手入れ完了。コスメポーチの中身がすっきり！
←〈メディプラス〉オールインワン
メディプラスゲル・・・・・・・・・・・1,320円 45g
■2階 メイクアップ
　ソリューション

パワークッション+が
歩行時の衝撃を吸収し、
長歩きを快適にサポート。

↓〈ヨネックス〉レディースシューズ
①・・・16,500円 牛革
②・・・15,400円 人工皮革
■3階 ニューズスクエア レディースシューズ

③〈ヨネックス〉メンズシューズ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円 牛革
　　　　　　　　　　■6階 紳士靴

P R E S E N T
期間中、3階ニューズスクエア 
レディースシューズ・6階紳士靴にてヨネックスの
靴をお買いあげの方、先着合計60名さまに「ノベルティ」をプレゼント。
EVENT 足型3D計測会
●4月11日（土）午前11時～午後5時 
●3階ニューズスクエア レディースシューズ

遊び心溢れるリュックでお出かけが楽しくなります。
↑〈ピッコーネ・アッチェッソーリ〉
リュック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各6,600円 
ポリエステル100％、約W24.5×H27×D14cm
■2階 ニューズスクエア ファッションパーツ
◎4月8日（水）～21日（火）の期間限定販売

星ヶ丘三越 初出品

A4サイズのトートバッグは軽さが特徴、
ショルダーベルト付です。
↑〈トプカピ〉トートバッグ・・・17,600円
本体：ポリエステル100％、ハンドル：牛革、
約W40×H25×D17.5cm　■2階 トプカピ

春の新作カラーデニムは優しい色合いと
やわらかな風合いが特徴。ストレッチ素材で
はき心地が良く、型崩れしにくい優れものです。
↑カラーデニムパンツ・・・・・・・・各14,300円
綿・その他繊維、26～30

〈エマフランシス〉期間限定販売
●4月8日（水）～14日（火） ●1階ライオン玄関口特設会場

オリジナルインソールの高反発クッションで
疲れにくい。コンパクトで持ち運びにも便利です。
↑バレエシューズ・・・・・・・・・・・各 15,400円 牛革

※男性の方もご参加
　いただけます。

特
別
提
供
品

直接肌につける
アロマオイルで
簡単ホームケア。
　〈ヴィアローム〉
アロマティックフリクション
NER（リラックス）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,530円 5ml
■2階 メイクアップソリューション

→

4月8日（水）～14日（
火） 各階

春の
ホシミツ
Sole いいね!

〈サムシング〉POP UP SHOP
●4月8日（水）～14日（火）
●3階エスカレーター横特設会場

→〈A2Care（エーツーケア）〉
除菌・消臭スプレー
・・・【20点限り】1,980円 300ml
※お一家族さま1点限り
■7階 キッチン

アルコールや
塩素系ではない、
無色・無臭の

除菌＆消臭剤です。

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2020  4 / 8 水

③

135gの軽量、形状記憶素材で
小さくたためるコートです。
↓〈ハヴァ ナイス トリップ〉
メモリーシェープ
ドットパンチングコート
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,500円 
ポリエステル100％、M・L・LL

■4階 ハヴァ ナイス トリップ

●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは午前10時－午後7時30分 ●1階～8階は午前10時－午後7時通常の営業時間

新型コロナウィルス感染防止に向けた
営業時間変更のご案内

［変更期間中の営業時間］平日のみ ●地下1階 食品フロア・1階 星ヶ丘フードガーデンは 午前11時～午後7時30分 ●1階～8階は 午前11時－午後7時　［変更期間］2020年4月6日（月）～17日（金）
※期間は変更となる場合がございます。



SUIT

Kiss the Earthは、三越伊勢丹グループの環境活動への取組みです。

人に地球に優しいキス、を。

※数に限りがある商品もございますので、品切れの節はご容赦ください。　※価格はすべて税込です。
© 2020 ISETAN MITSUKOSHI

［同時開催］

レディース＆キッズ・ベビー 
スプリングファッションセール

三越 紳士ファッション大市
●4月8日（水）～13日（月） ●［第1会場］8階催物会場／［第2会場］6階紳士靴〈第1会場の最終日午後5時終了〉

6F

38,500円

第2会場

ランドセル リメイク期間限定承り会
●好評開催中! 4月30日（木）まで
●1階ニューズスクエアハンドバッグ

2021年 三越の新入学 
ランドセルご予約承り会
●4月8日（水）スタート ●5階イベントスペース

〈サイベックス〉フェア
●4月8日（水）～21日（火）〈最終日午後5時終了〉
●5階キッズステージ

qリメイク5点セット
・・・・・・・・・・・・・8,800円 
折り財布・パスケース・
ペンケース・ランドセル型
キーホルダー・キーホルダー
［星ヶ丘三越限定/レーザー刻印無料サービス］
財布の内側にお名前を刻印させていただきます。
（漢字orローマ字13文字まで）
※上記会場へランドセルをお持ちください。
※商品のお渡しは7月1日（水）以降となります。
※ランドセルの素材・形状・状態により承ることができない場合もございます。
※お預かりしたランドセルは、返却することができませんので予めご了承ください。

想い出のつまった「ランドセル」。
かたちを変えて
いつまでも一緒に。
ランドセルを革小物に
作り替えるリメイク
企画です。

q〈レリアン〉
ワンピース・・・49,500円 
ポリエステル100％、9号

ゆるやかなAライン
シルエットのサックドレス。
麻のようなタッチと
表情感が特徴の
ポリエステルジャージーで、
さらっとした肌触りが
快適です。

q〈サイベックス〉
メリオカーボン
・・・・・・・・・・・・69,300円 
対象月齢：1カ月～3歳頃（15㎏）
P R E S E N T
フェア期間中、メリオまたはミオスをお買いあげの方、
先着10名さまに「カップホルダー」をプレゼント。

ドイツの育児用品ブランド
〈サイベックス〉から
軽量5.8㎏の
両対面ベビーカーが登場。
軽量かつ、剛性の高い
カーボン素材
フレームを採用し、
軽さと押しやすさを
実現しました。

ランドセルアドバイザーが在籍し、
お品選びのサポートをさせていただきます。
※2021年三越伊勢丹オリジナルランドセルの
　ご予約承り開始は4月8日（水）から。

〈レリアン〉レリアン・ザ・ウイーク
●4月9日（木）～19日（日） ●4階レリアン

P R E S E N T
期間中、33,000円以上お買いあげの方、
先着50名さまに「サマーツイード風エコバッグ」を、
110,000円以上お買いあげの方、
先着30名さまに「ロゴジャカードバッグ」をプレゼント。

※写真は商品の一例です。

※写真は商品の一例です。

※写真はイメージです。

rブラウス各種
【20点限り】
・・・・・・・5,500円均一 
素材・サイズ各種

q婦人スカート・パンツ各種
・・・・・・【30点限り】3,300円均一 
素材・サイズ各種

q〈西川〉ベビー羽毛
組ふとんセット
【5セット限り】33,000円
［セット内容］
◎掛ふとん
　（羽毛中芯厚手・薄手） 
◎掛カバーリング 
◎敷ふとん ◎ラップシーツ 
◎キルティングパッド 
◎防水シーツ

w〈育児工房〉
オーガニックコットン
出産準備セット各種
【10セット限り】11,000円
［セット内容］
◎サマードレス（５０－７０㎝） 
◎プチドレス（５０－７０㎝） 
◎スタイ ◎ガーゼハンカチ 
◎ガーゼケット

qシャツ
・・・・・・・・・・・・・・7,700円
カットソー
・・・・・・・・・・・・・・3,300円
ストール
・・・・・・・・・・・・・・3,300円
パンツ
・・・・・・・・・・・13,200円
いずれも素材・サイズ各種

qワンピース
3点セット各種
【20セット限り】5,500円
素材各種、１００～１３０㎝

●〈KP〉ラッキーパック各種・・・・・・【30セット限り】7,700円
素材各種、女の子：80～160㎝、男の子：80～130㎝

特別提供品

300着数量限定にて特別ご提供! 素材各種、
豊富なサイズ
バリエーション!●スーツ各種  よりどり2着  27,500円

e2パンツスーツまたはインポート服地使用スーツ

素材・サイズ各種　※ネクタイ・シャツ等は参考商品です。

PERSONAL ORDER
あなたの体型に合わせて作るこだわりの一着を。
●三越のイージーオーダースーツ［よりどり2着］
※引き取りキャンペーン対象外
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各種合計30着限り】お仕立上り 63,800円
素材各種、生地：原産国各国、縫製：日本

特別企画「スーツ引き取りキャンペーン」
期間中、イージーオーダースーツをご注文の方に、
ご不要となった紳士スーツ1着またはジャケット+
スラックスを5,500円にてお引き取りさせていただきます。
※お引き取り代金の5,500円はイージーオーダー
　お買いあげ金額から割引させていただきます。
※イージーオーダー以外のお支払いにはご利用いただけません。
※お引き取り着数はイージーオーダーを1着ご注文ごとに
　1着引き取りさせていただきます。

wニットジャケット・・・・・12,100円 
半袖ポロシャツ・・・・・・・・・・・9,350円 
パンツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,800円 
いずれも素材・サイズ各種

qカジュアルシャツ・
ポロシャツ各種
・・・・・・各5,500円 
素材・サイズ各種

e日本製スラックス各種
各7,700円から 素材・サイズ各種

q〈人気ブランド〉紳士靴
①・・・・・・・・・・・・・・・13,200円
②・・・・・・・・・・・・・・・16,500円
素材・サイズ各種
■6階紳士靴

r紳士ナイトウェア各種・・・各4,290円
素材・サイズ各種

w①スーツケース
・・・・・・・・・・・・・・・13,860円
ポリカーボネート、Ｗ36×Ｈ55
×Ｄ24㎝（機内持ち込み対応）
②スーツケース
・・・・・・・・・・・・・・・16,940円
ポリカーボネート、
Ｗ47×Ｈ67×Ｄ28㎝

wシャツ各種［形態安定付］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各4,180円
ネクタイ各種・・・各3,300円
ともに素材・サイズ各種

q2つ折り財布・長財布各種
・・・・・・・・・・・・・・・・各4,400円 
素材各種
長傘・折傘・革ベルト各種
・・・・・・・・・・・・・・・・各5,500円 
素材各種

qブルゾン・・・・・・・・・【20点限り】4,180円
素材・サイズ各種

●ベルト各種・・・【20点限り】各1,100円
素材各種

星ヶ丘三越初出品

●シューキーパー・・・【30点限り】1,100円
素材各種　■6階紳士靴

［エムアイカード会員さまへの特典］ スーツのスラックス裾上げ無料キャンペーン
「三越 紳士ファッション大市」会場にてお求めいただいたスーツの「スラックス裾上げサービス」をいたします。
※お客さま1名さまにつきスラックス裾上げサービスは1本限りとさせていただきます。※お支払いの際はエムアイカード（仮カード含む）をご利用ください。

4月8日（水）オープニングサービス

4月11日（土）・12日（日）特別提供品

①

①

②

②

よりどり2着

イタリアンテイストの
トータルカジュアルウェアが
星ヶ丘三越初登場。

4月8日（水）
オープニングサービス

●舶来ブランド服地使用スーツ・・・お仕立上り 88,000円 
素材各種、生地：原産国各国、縫製：日本

●イージーオーダースラックス各種［よりどり2点］
お仕立上り 38,500円から 素材各種、生地：原産国各国、縫製：日本

q三越伊勢丹
オリジナル
〈ロイスター〉
リトルハートランドセル
・・・・・・・・・・・・・75,900円 
人工皮革（クラリーノ（R）エフ）、
約1170g、
A4フラットファイル対応、
カラー：ビビットピンク、
ライトパープル、ミントグリーン ※画像はビビットピンク

期間中、お買いあげ金額2,000円ごとにラッキーカードを1枚進呈いたします。

●4月7日（火）～13日（月）

プレミアムセール


