
星ヶ丘三越 星選会  特別企画

「星ヶ丘三越 星選会」を記念して
8階催物会場にてスペシャルセールを開催いたします。
日頃のご愛顧に感謝して、この夏に活躍するアイテムを

厳選した品揃えでお届けいたします。

5月15日（水）～20日（月）  8階催物会場
〈最終日午後5時終了〉

q〈キミコワカツキ〉
ロングカーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62,640円 
麻100％、生地部分：綿100％、M～L
ベスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・46,440円 
麻100％、生地部分：綿100％、L
ノースリーブシャツ・・・9,720円 
レーヨン・ポリエステル、L
※ネックレス・パンツ・小物は参考商品。

〈キミコワカツキ〉特集
●5月15日（水）～17日（金） 

国内縫製で仕上げた自然な
風合いのプルオーバーです。
rボーダー柄プルオーバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 
麻100％、M～L
※アクセサリーは参考商品。

rインポートワンピース各種
・・・・・・・・・・・・・【20点限り】19,440円 
素材・サイズ各種、フランス製
※写真の商品は
　現品限り。
※アクセサリーは
　参考商品。ご愛顧感謝

スペシャルセール

wパンチング
レザージャケット
・・・・・・・・・・・・・・・59,400円 
羊革、L
※アクセサリーは参考商品。

qレザースカート各種
・・・・・・・・・・・各39,960円 
羊革、M

ファッショナブルなのにさり気なくお洒落なドレスです。
qインポートドレス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74,520円 
綿・その他繊維、M、イタリア製
※アクセサリーは参考商品。
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車でラクラクお買物。
1,500台収容の立体駐車場。営業時間／●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

e①Ｐｔダイヤモンドペンダント・・・・・・・・・・・・・・・・108,000円 
Ｄ＝計0.81ｃｔ、チェーン長さ45㎝〈スライドタイプ〉

②Ｐｔダイヤモンドリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216,000円 
中石Ｄ＝1.01ｃｔ、ＶＬＹ、ＳⅠ1、ＥＭ、鑑定書付、脇石Ｄ＝計0.12ｃｔ
※写真の品は
　現品限り。

「おしゃれで履きやすい」を
コンセプトにした、神戸発の婦人靴。
履きやすさだけでなく、
デザイン性にもこだわりました。
w〈神戸サブリナ〉婦人靴各種
①14,904円 ②12,744円 
③13,824円 いずれも牛革

スペイン製の鮮やかなカラーを使用した
カジュアルシューズ。日本人に合った木型を
採用し、軽量で履きやすい靴になっています。
q〈ジャングラ〉
婦人カジュアルシューズ各種
①・・・・・・・・・・・・・・15,120円 牛革 
②③・・・・・・・・各16,200円 牛革

w〈ハク〉

e〈リアルスタンダードライフ〉
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q①アコヤパール
ネックレス・
イヤリングセット
【5セット限り】
・・・・・・・・・54,000円 
Ｎ＝ＳＶ、8.0㎜玉、
長さ約42㎝、
E＝ＳＶ、8.0㎜玉

②黒蝶パールネックレス・イヤリングセット
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3セット限り】108,000円 
Ｎ＝ＳＶ、約8.0～10.0㎜玉、長さ約43㎝、E＝SV、約10.0㎜玉

丸洗い出来るので、
これからの季節にぴったり!

r〈有名ブランド〉長袖パジャマ
各種【30点限り】各 6,372円 
素材・サイズ各種

q調理器具各種・・・・1,080円均一 
［商品の一例］◎ボール＆ザル４Ｐセット 
◎サラダスピナー ◎包丁＆ハサミ研ぎ器 
◎漬物器 縦型 ◎キッチンベーシックデイリースライサー

r〈WOLL〉ドイツ製
ダイヤモンドコーティングフライパン
（20ｃｍ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円 
本体：アルミニウム、ハンドル付根：ステンレス

w〈ウチノ〉タオル各種
ゲストタオル・・・・・・・・・・・・216円から 
フェイスタオル・・・・・・・・・324円から 
バスタオル
・・・864円から 
素材各種
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e婦人パンツ・スカート各種
・・・・・・・【30点限り】3,240円均一 
素材・サイズ各種

q〈西川〉点で支える
健康敷きマットレス
・・・・・・・・・・【10点限り】16,200円
ウレタンフォーム、外装生地：綿100％、
195×97×厚さ8㎝

w〈サブリナ〉
婦人靴各種
【50点限り】3,240円均一
素材・サイズ各種

〈にんべん〉本がれかつお節削り 実演販売会 〈山形屋海苔店〉海苔まつり

本がれかつお節を
会場内で削り
お詰めいたします。 〈岐阜 平岡商店〉

八百津せんべいよりどりセール

w全型焼海苔（有明産）
・・・【お一人さま3袋限り/120袋限り】1袋30枚入 1,620円
●味付海苔・焼海苔
（各8切、144枚）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1缶 各1,080円

5/15（水）～17（金）の
限定販売

w〈にんべん〉本がれかつお節 
削りたて・・・・・・・・・・・・・・・・50g 398円

q〈岐阜 平岡商店〉
八百津せんべい・・・よりどり5袋 1,080円

q〈西川〉
①合繊肌掛ふとん
・・・・・・・・・・・【20点限り】5,184円 
ふとんがわ：表パイル綿100％、
衿裏：パイル綿100％、地糸：ポリエステル
100％、詰物：ポリエステル100％、
140×190㎝、0.3㎏

②綿サッカーパッドシーツ・・・・・・・・・・・・・・・・【20点限り】4,104円 
表生地：綿100％、裏生地：ポリエステル100％、詰物：綿100％、100×205㎝

※写真はイメージです。

qハンドバッグ
各種
各 5,400円 
素材・サイズ各種

wイタリア製ハンドバッグ各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・各10,800円 牛革

q〈スーパーハッカ〉

※写真の商品は現品限りもございます。予めご了承くださいませ。



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。
© 2019 ISETAN MITSUKOSHI

●5月15日（水）～21日（火） 
●各階エムアイカード プラス2％ ポイントアップキャンペーン

※通常ポイント率はお客さまのカードに応じて異なります。※本体価格3,000円未満の商品、食品、レストラン、セール品、一部ブランド品、ギフトサロン、商品券
などの金券類、工料・送料のお買いあげは本キャンペーンの加算対象外となります。※5・8・10％のポイント特典を備えたエムアイカードのみキャンペーンの対象
となります。※仮カードはキャンペーン対象外とさせていただきます。※ラシックカードはキャンペーン対象外です。

上記期間中、「エムアイカード」のご利用で「通常ポイント率＋2％」のエムアイポイントをお買いあげ時に付与いたします。

化粧品もプラス2％ポイントアップ! ※一部除外ブランド・商品がございます。

通
常10%＋2％ 12％通

常5%＋2％ 7％ 通
常8%＋2％ 10％
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5月15日［水］ー21日［火］  各階星ヶ丘
三越

Summer Style with

ファッションに、暮らしに、「快適」「ときめき」を添える
「夏のいいもの」を各階からご提案いたします。

星 選 会

↑〈23区〉ブラウス・・・19,980円 
麻100％、9・11号
※アクセサリー・パンツは参考商品。
■3階 23区

↓〈マッキントッシュ 
　  フィロソフィー〉
ワンピース・・・・・・・・・24,840円 
再生繊維（リヨセル）・綿、38
※小物は参考商品。
■3階 マッキントッシュ フィロソフィー

ＰＲＥＳＥＮＴ
サンヨーメンバーシップ
ボーナスポイントプレゼント
●5月15日（水）～26日（日）
上記期間中、ＳＡＮＹＯ 
ＭＥＭＢＥＲＳＨＩＰ対象店舗で、
お買いあげいただいた方の中から
抽選でスペシャルボーナスポイントを
プレゼント（セール品除外）。
※6月5日（水）付与。
　6月6日（木）～8月20日（火）まで
　使用可能な限定ポイント。
※詳しくは係員までお尋ねください。

ＰＲＥＳＥＮＴ
オンワードメンバーズ 
+5％ポイントアップキャンペーン
●5月18日（土）～26日（日）
上記期間中、オンワード各ショップにて
お買いあげの際、「オンワード
メンバーズカード」をご提示ください。
定価商品のポイント還元率が、
お客さまのステージに応じて通常
1～5％のところ、期間中は
6～10％となります。※セール商品の
還元率は、ステージに関わらず通常通り
0.5％です。※詳しくは係員までお尋ねください。

EVＥＮＴ 
クレイハンドエステサービス
●5月18日（土） 1日限り  
　午前10時～午後6時
23区にて32,400円以上
お買いあげの方に、クレイによる
手のパック＆トリートメントをいたします。
◎所要時間：約10分
※詳しくは係員にお尋ねください。

ブラウスはシワを気にせず、
胸元には細かいタックをいれ、
立体的に見せ、身体離れ
しやすい工夫をしています。
袖口のさりげないリボンも
ポイント。サンダルにも
合わせやすいガウチョパンツ
と合わせて、涼しげな
スタイルを提案します。
↑〈マックレガー〉
ブラウス・・・・・・・・・・15,120円 
ポリエステル・その他繊維、Ｍ・Ｌ

パンツ・・・・・・・・・・・・・19,440円 
綿・その他繊維、Ｍ・Ｌ
※アクセサリー・小物は参考商品。
■4階 マックレガー

東京国立市にある花屋
「カンチャ」が提案するおしゃれ雑貨。
今回は夏に向けて、
お花がいっぱいついたサンダルや
水牛の角をつかったネックレスなど
他にも多数取り揃えています。
→ウッドサンダル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円 
木、上部：ビニール

水牛ネックレス
・・・・・・・・・・・・・・・・・19,440円 
水牛の角、ひも：合成皮革、長さ35～53㎝（長さ調節可能）

デザイナーによるビーズジュエリーと
たくさんのウサギたち。こだわりの雑貨アトリエ。
→〈ラ・フィ・ド・フォレット〉
①花ブローチ・・・37,800円 
②ピルケース・・・・・・3,888円 
③うさぎ・・・・・・・・・・・・・3,024円
いずれも素材各種

星ヶ丘三越初出店。靴選びでお悩みの方に、
靴選びのスペシャリストがお手伝いをさせていただきます。
期間中オーダーインソールの作成も承ります。
→〈ポールグリーン〉
ウォーキングシューズ
・・・・・・・・・・・・・36,720円 牛革
〈フットマインド〉
足型計測会
●3階ニューズスクエア 
　レディスシューズ
◎ご予約・お問合せ 
　TEL/052‐783‐3196　
　担当/喜多村・大原

〈フットマインド〉期間限定 POP UP SHOP
●5月15日（水）～21日（火） ●3階ニューズスクエア レディスシューズ

ＰＲＥＳＥＮＴ
期間中、15,000円以上お買いあげの方、
先着20名さまに「ポーチ」をプレゼント。

4/17（水）から店頭展開のベルギーブランド
「キプリング」の新作をご紹介いたします。

一つ一つ職人が手で編み込んでいます。
ソフトな風合いで高級感があり、限定店舗での販売となります。
←〈トプカピ〉レザーメッシュバッグ
①トート・・・・・・・・・・【5点限り】34,560円 牛革、Ｗ39×Ｈ24×Ｄ12㎝
②ショルダー・・・【5点限り】20,520円 牛革、Ｗ15×Ｈ20×Ｄ１４㎝
■2階 トプカピ

②①

　〈ミスキョウコ〉
①スリッポン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,576円 山羊革
②スニーカー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,604円 牛革
③ゴム使いワンストラップシューズ 17,604円 牛革

〈ミスキョウコ〉
期間限定販売
●5月15日（水）～21日（火） 
●1階ライオン玄関口特設会場

①

①

②

②

③

〈カンチャ〉期間限定ショップ
●5月15日（水）～21日（火） 
●2階エスカレーター前特設会場

〈ラ・フィ・ド・フォレット〉期間限定販売
●5月15日（水）～21日（火） 
●4階エスカレーター横特設会場

IVINL G

手を濡らして、足快バスマットの吸水性を店頭にてお試いただけます。
お風呂上りにベトつく夏に、おススメのお品です。
話題の珪藻土バスマットから、カラーリング加工で乾燥スピードが短縮したものが登場！
→〈ウチノ〉足快バスマットジギーライト・・・各 4,968円 珪藻土、約34×43×厚さ0.8㎝

〈ウチノ〉足快バスマット体感フェア ●5月15日（水）～21日（火） ●7階タオル

専用のデジタル機器を使用してお子さまの
足長・足幅をミキハウスのスタッフが測定します。
詳細なデータに基づき最適なお靴選びの
お手伝いをいたします。

左記期間中、5階子どもフロアにてマタニティ用品・
ベビー用品をお買いあげのハピスタ会員・Ｍ’Ｓエンジェル
会員さまにポイントをダブルで進呈いたします。

〈ストッケ〉フェア ～トリップ トラップSHOW～
●好評開催中! 5月28日（火）まで ●5階キッズステージ
〈最終日午後5時終了〉

出産準備フェア 
●5月15日（水）～21日（火） ●5階子どもフロア

↑〈東京 人形町 京粕漬 魚久〉
いろとりどり 四人家族 【各日100袋限り】1袋 864円

↑〈福岡 稚加榮本舗〉お徳用辛子明太子切子
・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日80パック限り】1パック100g 1,080円

三越 味匠庵バイヤー厳選お取り寄せ美味特集 ●地下1階三越＋北野エース 全国名店の味

ENʼS FASHION ITEM M
豊岡鞄 POP UP SHOP 
●5月15日（水）～21日（火） ●6階エスカレーター横特設会場

ADIESʼ BAL G

→〈キプリング〉
①2WAYバッグ 14,904円 ナイロン、Ｗ40×Ｈ24×Ｄ16㎝
②リュックサック 14,580円 ナイロン、Ｗ26×Ｈ34.5×Ｄ13㎝
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ

→

①

①

②

②

③

③

→〈豊岡鞄〉
①クラフトマンシップ 
ブリーフバッグ・・・・・・42,120円 
牛革、Ｗ41×Ｈ32×Ｄ7㎝

TUTUMU 長財布 
②・・・24,840円  ③・・・25,920円 
いずれも牛革、Ｗ20×Ｈ9.5×Ｄ2㎝

EVＥＮＴ トリップ トラップ 名入れイベント
●5月18日（土） 午前10時～午後6時
　　  19日（日） 午前10時～午後4時
●5階キッズステージ
事前ご予約または店頭にてトリップ トラップをお買いあげで
無料名入れサービスを行います。
※トリップ トラップ各種カラーの状況により承ることが
　できないカラーがございます。
※既にトリップ トラップをお持ちの方も背板お持ち込みで
　3,240円にて名入れをいたします。
◎お問合せ ＴＥＬ/052‐783‐1111（大代表）

〈ミキハウス〉お子さまの足の計測会
●5月18日（土）・19日（日） 各日午前10時～正午・午後1時30分～午後5時 
●5階ミキハウスコーナー

人気のおすすめお弁当・総菜特集
定番の黒毛和牛牛めしと一緒に
サラダや煮物などのおかずも楽しめます。
←〈柿安ダイニング〉
15品目のおかず盛りだくさん
幕の内弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 1,401円 
■地下1階 柿安ダイニング

ボリューム満点のかつが入ったお弁当です。
→〈矢場とん〉
名物わらじとんかつ弁当・・・1折 1,620円 
■地下1階 矢場とん


