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店舗内で安心してお買物いただくためにイベント開催時・ショップ混雑時等の「適切な距離の確保」「入場の制限」にご協力願います。

8階ワコールサマーセール会場内では「マスクの着用」「入場の制限」にご協力願います。

●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8時
●1階～8階は午前10時－午後7時営業時間／ 星ヶ丘三越｜車でラクラクお買物。

1,500台収容の立体駐車場。
地下1階 食品フロア・
1階 星ヶ丘フードガーデンは 連日夜8時まで営業。 www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

ワコールサマーセール
●7月15日（水）～20日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

ＩＤ ： ＠hoshimitsu

300円ご優待クーポン券プレゼント
●7月15日（水）～20日（月）〈最終日午後5時終了〉

すでに登録・設定されている方にもプレゼント!

上記期間中、三越ＳＴＯＲＥアプリで星ヶ丘三越を
お気に入り店舗に設定いただいた方、ＬＩＮＥ公式アカウントで
星ヶ丘三越を友だち追加していただいた方に「ワコールサマーセール」で
お使いいただける300円ご優待クーポン券をそれぞれプレゼント!
※1回のお買いあげ税込5,000円以上で1枚ご利用いただけます。
※三越STOREアプリクーポン、LINE公式アカウントクーポンの併用には条件がございます。
※詳細は係員にお尋ねください。

お買いあげの際にクーポン画面をご提示ください。

半期に
一度の

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

〈ワコールマタニティ〉
腹帯セット

産前から産後までの体型や時期に合わせて
妊婦さんを快適にサポートする

〈ワコールマタニティ〉から産前用の
帯祝いセット（松・竹・梅）にして

ご提案いたします。

寝ている間、バストを重力から守る。
バストもカラダもここちよい眠りへ。
→ナイトアップブラ 4,180円
再生繊維（テンセル）・その他繊維、M・L

ポイントプレゼント!
期間中、8階「ワコールサマーセール」会場にて、お買いあげの方に、
〈ＮＡＧＯＭＩ ＣＬＵＢ〉ポイントを100円（税別）ごとに
10ポイント進呈いたします。期間中、何度でもご利用いただけます。

話題の新作・定番商品特集！

〈ワコール〉
ナイトアップブラ

↑〈ワコールマタニティ〉
帯祝い「松セット」 34,210円
［セット内容の一例］
◎妊婦帯（腹巻タイプ）×2 ◎妊婦帯（パンツタイプ）×2 
◎骨盤ベルト（産前産後兼用）×1
※別途ギフトBOXのご用意もございます（有料）。
ＰＲＥＳＥＮＴ 
期間中、セットをご購入の方に「ノベルティ」をプレゼント。
※詳しくは係員にお尋ねください。

ファンデーション

〈まるむねブラ〉
カップ上辺布でグッと脇寄せ、
前中心低めでふんわり
きれいな丸胸シルエットに。

qブラジャー各種
・・・4,400円から 素材・サイズ各種
ショーツ各種
・・・・・・・1,320円 素材・サイズ各種

快適な着心地の
ナイトウェアが多数登場！

qナイトウェア各種
・・・・・・・・・・・・・・・・4,290円から
素材・サイズ各種

q男女児
キッズ
パジャマ各種
3,850円から
素材・サイズ各種

eジュニアブラ（ワイヤー有）各種
・・・・・・・・各1,980円 素材・サイズ各種

●インナートップス各種
・・・・・・・・・・・・・・・2,640円から
●インナーボトム各種
・・・・・・・・・・・・・・・1,760円から
ともに素材・サイズ各種

ナイトウェア

インナー・ボトム

キッズ

ジュニア

三越STOREアプリ・LINE公式アカウントのクーポンは併用可!  

wマタニティ
ナイトウェア各種
・・・・・・4,950円から
素材・サイズ各種

マタニティ
q産前・産後
兼用ブラジャー各種
・・・・・・3,630円
素材・サイズ各種
産前用ガードル各種
・・・・・・4,180円 素材・サイズ各種

●7月15日（水）～20日（月）
　 〈最終日午後5時終了〉
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7月22日（水）からのご案内
※本紙でご紹介の料理の写真は、撮影のために盛り合わせ・調理したもので、販売時とは異なりますのでご了承ください。※いずれの商品も売り切れの節はご容赦ください。※天候・交通機関の諸事情により、商品・材料の入荷の遅延・不能の場合もございますので予めご了承ください。

［同時開催］レディースファッションセール

予
告
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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。標準税率（10％）と軽減税率（8％）が混在しております。

© 2020 ISETAN MITSUKOSHI

〈ha-na×ヨブス〉期間限定販売
●7月15日（水）～21日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈神戸サブリナ〉期間限定販売
●7月15日（水）～28日（火）
●3階ニューズスクエア レディースシューズ

〈フォンテーヌ〉
夏のおすすめウィッグフェア
●7月15日（水）～21日（火）
●4階フォンテーヌ

染と織のある暮らし
～サワディー 盛夏の新作特集～
●7月15日（水）～21日（火）
●7階リビングステージ〈最終日午後5時終了〉

〈FUNI FUNI〉
期間限定ショップ
●7月22日（水）～28日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

スウェーデン・ダーラナ地方の
ファブリック工房「ヨブス」と東京・自由が丘の
雑貨店「ha-na」のコラボレーションバッグ、小物。
北欧の自然をモチーフにしたデザイン、
手染めならではの温かみのある
色彩が魅力です。
q〈ha-na×ヨブス〉
トートバッグ
・・・・・・・・・・・19,800円 
麻・綿・ナイロン、
W37×H20×D8.5㎝
※生地の取り方により、
　柄の出方が異なります。

盛夏を心地よく過ごせるシングルガーゼのブラウスや
草木染コットン100％のボトムスの新作が揃いました。
q〈サワディー〉
シングルガーゼ
ブラウス
・・・15,180円 
ピエロパンツ
・・・18,480円 
ともに綿100％、
M～L

〈FUNI FUNI〉では、男性目線の“着けてほしい”と
女性目線の“着けたい”を合わせたデザインの
ハンドメイドアクセサリーを製作しております。
q〈FUNI FUNI〉
オリジナルピアス
①・・・・・・・・・・・・・・4,400円 
樹脂、真鍮（ロジウムメッキ）、
天然石（アゲート）
②・・・・・・・・・・・・・・4,620円 
樹脂、真鍮（金メッキ）、
ガラス、天然石（クォーツ）
※ピアスはイヤリングに変更可能です。

合成繊維と人毛をミックスし、
ハンドメイドで仕上げました。
水分コントロール機能、
抗菌、防臭加工を施した
ネットを使用し、いつもさらりと、
快適な状態を保つ、
夏におすすめのウィッグです。
q〈フォンテーヌ〉
クールウィッグ VD15
・・・・・・・・・176,000円

「オシャレで履きやすい」をコンセプトに、デザイン性と
機能性を重視したこだわりのシューズを展開いたします。
いますぐ使えて、晩夏まで大活躍の一足です。
q〈神戸サブリナ〉
①サンダル
・・・12,980円 
牛革・生地
②シューズ
・・・14,080円 
牛革・合成繊維
③サンダル
・・・14,080円 
牛革

〈エスティ ローダー〉
リニュートリィブ キット
7/17（金）から数量限定販売
●1階エスティ ローダー r〈エスティ ローダー〉

リニュートリィブ キット
・・・・・・・・33,000円から 

※写真はイメージです。

EVENT
リニュートリィブ製品を税込30,800円以上お買いあげの方は、
「潤いを与える化粧水、美白※製品の美容液、クリーム、
そしてデイリーにも使えるクレンジング、UVベースが試せるキット」を
2,200円にてお求めいただけます。

①

①

②

②

③

●7月22日（水）～27日（月） 
●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉

レディース
フィットネス＆
スイムウェアセール

ハンドバッグ
セール
●7月22日（水）～27日（月） 
●8階催物会場
〈最終日午後5時終了〉

e〈ダ・ミス〉
Tシャツ・・・・・・・・・・・・4,290円
ポリエステル100％、M・L・LL

パンツ・・・・・・・・・・・・・5,390円
ポリエステル・ポリウレタン、M・L

e〈有名ブランド〉
セパレート・・・8,800円 
素材・サイズ各種

qカジュアルバッグ各種
・・・・・・・・・・・・【30点限り】3,300円均一
素材・サイズ各種

●スイムウェア各種
・・・【40点限り】4,950円均一 
素材・サイズ各種

キャップ・ゴーグルなどの
スイム小物もお買得価格で

ご提供!

数量限定 特別提供品

店舗内で安心してお買物いただくためにイベント開催時・ショップ混雑時等の「適切な距離の確保」「入場の制限」にご協力願います。

星ヶ丘三越

やっぱり“国産活うなぎ”にこだわる。
愛知県三河一色産の新仔鰻（しんこうなぎ）を
使用。脂のコクと旨みあふれる鰻を
魚忠自家製のタレで焼き上げます。
●〈魚忠〉うなぎ長焼き・・・・・・・・・・・・大1尾 2,808円から
■地下1階 魚忠　※写真はイメージです。

「魚忠」店内で焼き上げた「うなぎ長焼き」を
一尾のせた「魚忠特製 うな重」。
e〈魚忠 魚河岸寿司〉特製 うな重
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【各日20折限り】1折 3,240円
17×11.6×3.7ｃｍ　■地下1階 魚忠

7/18㊏～21㊋の限定販売 7/18㊏～21㊋の限定販売

名古屋名物ひつまぶし！
うなぎ専門店「天白区 まるや本店」
期間限定販売
●7月15日（水）～21日（火） ●地下1階フードコレクション

うなぎ専門店「まるや」の職人がじっくり焼き上げた
鰻を自慢のひつまぶしに。職人のこだわりが織りなす
深い味わいをぜひご堪能ください。
e上ひつまぶし弁当・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 3,101円
16.5×13×5ｃｍ、うなぎ：国産

厳選された国産うなぎを受け継がれる
秘伝のタレで焼きあげた自慢の味です。
rひつまぶし弁当（特製和風だし付）
・・・・・・・・・・・・・・・1折 3,240円 13×16×4ｃｍ、うなぎ：国産
※8階うなぎの宮田でも「ひつまぶし1人前3,300円」を
　お召しあがりいただけます。

「小牧 うな聖」期間限定販売
●7月15日（水）～21日（火） ●地下1階フードコレクション

三河一色で加工した鰻を現場で蒸して仕上げた
ひつまぶし。蒸し独特の食感をお召しあがりください。
wひつまぶし（上）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1折 2,981円 
直径15×6.6ｃｍ、うなぎ：国産

まつおかの甘めのたれと山椒が
マッチしたうな重は、ボリューム満点です。
e〈まつおか〉うな重
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1折 2,376円 
20×10×5ｃｍ、うなぎ：鹿児島県産
■地下1階 まつおか

ふんわり柔らかい国産鰻の蒲焼を
自慢のおこわにのせました。
e〈たごさく〉うなぎおこわ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1折 850円
12×18×4cm、うなぎ：高知県産
■地下1階 たごさく

国産鰻を使用した丑の日限定の
押し寿司です。
e〈古市庵〉うなぎ押寿司
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本 1,296円 
うなぎ：宮崎県産 
■地下1階 古市庵

求肥を小豆こし餡で包み、
大納言小豆を付けて
仕上げました。

w〈両口屋是清〉
土用餅
・・・・・・・・・・・・1個 368円 
■地下1階 両口屋是清

舌触りの良いこしあんで
柔らかいお餅を
包みました。
q〈鶴の家〉
土用餅
・・・・・・・・・1個 173円 
■地下1階 鶴の家

●7月15日
（水）～2

1日（火）  
●地下1階

食品フロア

〈魚忠〉うなぎ長焼き＆うな重

うなぎ長焼き1尾ご予約の方、自家製うなぎタレ1本プレゼント。
■地下1階サービスステーション

星ヶ丘三越 ご予約特典

7/19（日）までご予約承り中!

7/18㊏～21㊋の限定販売

7/18㊏～21㊋の限定販売7/20㊊・21㊋の限定販売

※写真はキット内容です。

※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐことです。

「うなぎの宮田」期間限定販売
●7月18日（土）～21日（火） 各日午前11時から販売
●地下1階下りエスカレーター前特設会場


