
お買いあげで 
スペシャルクーポン券プレゼント!

星ヶ丘三越｜
www.mitsukoshi.co.jp/hoshigaoka

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

職人の   展
■9月18日（水）～23日（月・祝） 
■8階催物会場
〈最終日午後5時終了〉

《愛媛県》天成真珠　　
ペンダント付のベビーパール
ネックレス。トップは

取り外し可能ですので、
お手持ちのチェーンを
通せば３ＷＡＹで
使える商品です。

《高知県》迫田刃物
e牛刀型万能包丁【10点限り】
・・・・・・・・・・・21,600円 鋼、ステンレス、18㎝
※黒打ペティ型【10点限り】4,860円 
　鋼、鉄、10.5㎝もございます。
※包丁研ぎ承ります。（1,080円から） 

《鹿児島県》薩摩びーどろ工芸
e2019年限定作品 
薩摩黒切子盃「朔」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】38,880円
クリスタルガラス、直径7.8×高さ5.3㎝

《三重県》伊勢盆栽
e五葉松
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【2点限り】16,200円
約23×17㎝

《奈良県》染美堂
eシルクロングストール
・・・・・・・・・・・・・・・・・【1点限り】64,800円
絹100％、185×110㎝

《京都府》つえ屋
e①折アルミ杖・・・・・・14,040円
アルミ、78～85㎝

②杖傘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16,200円
ポリエステル100％、親骨の長さ60㎝

《鹿児島県》
創作竹芸 とみなが
e白竹三段弁当籠
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3点限り】37,800円
真竹、Ｗ27×Ｄ21×Ｈ30㎝
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◆〈山形県・穂積繊維工業〉月山緞通 ■実演
◆〈福島県・アルマ〉入金真綿布団 ■実演
◆〈埼玉県・レースウェアＲose.M〉手染めレース
◆〈千葉県・アトリエＧＯＮ〉オリジナルアクセサリー ■実演
◆〈東京都・みはるクラフトアート〉革バッグ ■実演
◆〈東京都・双悦〉和雑貨と和布洋服
◆〈東京都・カービンテク〉ペットの革工芸品 ■実演
◆〈東京都・アトリエ エクリュ〉手染め雑貨・衣料 ■実演 ■星ヶ丘三越初出店

◆〈神奈川県・五人囃子〉横浜皮革 ■実演
◆〈長野県・創作絵付硝子 久野〉創作絵付硝子 ■実演
◆〈岐阜県・木工房 大噴火〉創作家具
◆〈静岡県・国松屋〉駿河塗り下駄 ■実演
◆〈愛知県・沙羅双樹〉
　ブレスレット・アクセサリー ■実演 ■星ヶ丘三越初出店
◆〈愛知県・大原製作所〉籐

◆〈大阪府・天然石工房ＪＩＪＩ〉
　天然石アクセサリー ■実演
◆〈奈良県・池田工房〉鼈甲 ■実演
◆〈島根県・火の川焼松江陶苑〉陶器
◆〈広島県・横畠工芸〉戸河内刳物 ■実演
◆〈福岡県・創作工芸 匠夢楽〉
　創作家具 ■実演
◆〈福岡県・工房夢細工〉草木染

《愛知県》木桶の栗田
eおひつ（七寸）
ステンレスねじ輪
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】23,760円
木曽椹材、径21×高さ17㎝

《兵庫県》変
彫金技術と伝統工芸「象徴」が
生み出すフルオーダーアートウォッチ。
e阿吽龍
・・・・・・・・・・・・・【1点限り】1,166,400円
ＳＶ925、Ｋ24、直径約3.5㎝

《東京都》優美堂
宝石鑑定士が厳選し、
色艶を合わせました。
e女性用数珠
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3点限り】54,000円
翡翠、正絹房（絹100％）、8㎜玉

《山形県》中井工芸
良質な栗材の無垢板を
使用したシンプルなデザインの仏壇。
e出羽仏壇・・・【2点限り】248,400円
栗材、Ｗ34×Ｄ30×Ｈ48㎝

《埼玉県》
永倉正三商店
e箒・・・・・・・・・・・【10点限り】7,884円
ほうき草、約85×33㎝

《東京都》アトリエターラー
eオリジナルデザインクロッシュ
・・・・・・・・・・・・・・【各1点限り】各18,360円 
綿100％

《東京都》中澤鞄
しなやかな牛革、シンプルなデザインが魅力。
工夫されたポケット使いでたくさん荷物を
入れても美しさを保ちます。
q夢あふれるタックショルダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,900円
牛革、Ｗ24×Ｈ23×Ｄ8㎝

《東京都》ブラシの平野
手になじみやすい幅広ハンドル。
しっかりした毛コシで、毛先が地肌までしっかり届きます。
eヘアブラシＢ-0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円 
縞黒檀、猪毛、長さ21㎝

《佐賀県》鍋島緞通吉島家
長い歴史に磨かれた洗練された色の逸品。
e新鍋島 桐花文 墨地・・・・・・・・・・・【1点限り】307,800円 
綿100％、、70×120㎝

《愛知県》櫛留商店
櫛造り一筋、創業明治36年の手作りつげ櫛の老舗。
r①すす櫛中歯（袋付）・・・・・・【5点限り】35,640円
つげ材、約12×4×1㎝

②ヘアブラシ（別上・大）・・・・・・【5点限り】45,900円
つげ材、約19×3×3㎝

※写真はイメージです。

《青森県》古川工芸
wあけび薄型小判ホラ編手提げ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】10,800円
あけび蔓、Ｗ33×Ｈ25×Ｄ10㎝

《愛知県》Ｗaccolo
qラピスラズリ＆メタルビーズネックレス
【5点限り】6,000円 天然石、ビーズ、ひも、約70㎝
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wアコヤ真珠トップ付
ベビーパールネックレス
・・・【3点限り】129,600円
ＮＣ：3.0～3.5㎜、
トップ：8.5㎜、ＳＶクラスプ、
トップ金具K18ＷＧ、
長さ約42㎝

日 本 の 匠 日本の伝統を継承する匠の技を一堂に。

技

①

②
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②

《岩手県》マルイ造形家具工業
ウォールナット材を使用し、民芸箪笥の
製作技術を駆使して造った和風モダンの
ダイニングセット。

r岩手民藝家具 火鉢ダイニングセット
（スピンチェア4脚付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【3セット限り】1,404,000円
テーブル：ウォールナット無垢材、ウレタンクリア塗装、Ｗ105×Ｄ105×Ｈ69㎝、
椅子：ウォールナット無垢材、ウレタンクリア塗装、Ｗ56×Ｄ56×Ｈ87（ＳＨ40）㎝

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2019  9 / 18 水

エムアイ
カ ー ド
会員さま ●9月18日（水）～30日（月）  ●各階

10月に使える 期間中、エムアイカードをご利用のうえ、税込10,000円お買いあげ毎に　　　　　　　  1,000円クーポン券をプレゼント。
※クーポン券の進呈は、セール品、一部ブランド・ショップ、ギフト券、加工料・送料などのお買いあげは対象外です。 
※仮カードは対象外です。 ※ご来店による店頭での決済に限ります。※期間中のお買いあげレシート（合算可）を受付場所までお持ちください。※お一人さま1回最大10枚までとさせていただきます。

10月に使える

■受付場所：1階ライオン玄関口 特設カウンター ※クーポン券ご利用期間／10月1日（火）～31日（木） ※クーポン券は、お買いあげ金額税込5,000円毎に1枚ご利用いただけます。
※クーポン券のご利用には、食品、セール品、一部ブランド・ショップ等除外品がございます。 ※他の各種クーポン券との併用はできません。



9/18（水）・20（金）・21（土）の限定販売

w〈岐阜県 養老軒〉
栗きんとん大福
【お一人さま2箱限り/各日60箱限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1箱4個入 951円
■地下1階 菓遊庵

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

〈最終日午後5時終了〉

掘出しきもの市
ウエディング
ドレスセール
お得なリユース品から、
新品インポートドレスまで、
300着以上のドレスと
小物を豊富な
品揃えにて
ご紹介いたします。

※写真はイメージです。

［商品の一例］
●リユース
ウエディングドレス
・・・・10,800円から
●新品海外
ブランドドレス
・・・・86,400円から

※掲載品はすべて現品限りです。尚、一部未使用品もございます。
※リユース品については、素材は特定できません。予めご了承ください。

※数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。
※9月25日（水）～29日（日）の期間中、毎日開催いたします。

●黒留袖各種・・・【10点限り】5,400円
●新品たとう紙10枚セット
（きものサイズ/薄紙なし）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・【50セット限り】1,080円

9/25（水）

●振袖各種・・・・・【5点限り】10,800円
●新品フェザーショール各種
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】3,240円

9/28（土）

日替り奉仕品

フォーマル特集 披露宴、パーティーなどに。
色打掛特集 32,400円から
［特別販売］
レンタルきもの・帯各種 5,400円から
お稽古用に好適品をご用意。

新品・未使用品から状態の良い
リユース品までをご用意しました。

半期に一度の大型寝具催物。
このタイミングだからこそのアイテムを
　各種取り揃えました。秋冬の準備を
　　この機会にいかがですか。

e振袖（未使用品）129,600円

〈西川〉大感謝祭
［同時開催］世界の絨毯展

e〈西川〉羽毛掛ふとん（シングルロング）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【10点限り】各58,000円 
ふとんがわ：綿100％、詰物：ダウン93％・フェザー7％
（ロシア産シベリアンシルバーマザーグース）、
150×210㎝、1.2㎏

9月25日（水）オープニングサービス

●〈西川〉羽毛掛ふとん（シングルロング）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・【5点限り】32,400円 
ふとんがわ：綿100％（抗菌防臭加工）、
詰物：ダウン90％・フェザー10％
（ウクライナ産シルバーグース）、150×210㎝、1.2㎏

●ベルギーカーペット各種
・・・・・・・・・【10点限り】10,800円 約67×240㎝

qパキスタン
絨毯【1点限り】
・・・300,000円 
毛100％、
約248×203㎝

サンゴリアス所属選手のサイン入りボールや等身大パネルを展示しラグビーフットボールを盛りあげます。
さらにサイン入ボールは会期終了後、会場に設置の応募用紙にてご応募いただいた方の中から
抽選で4名さまにプレゼントいたします。

E V E N T
◎期間中、寝具を税込合計54,000円
　以上お買いあげで、不要ふとんを1枚、
　処分料無料でお引き取りいたします。
◎期間中、絨毯を税込合計108,000円
　以上お買いあげで、不要絨毯を1枚、
　処分料無料でお引き取りいたします。
※持ち込みのみ。
　配送の場合は別途返送料を頂戴いたします。

〈天使の綿シフォン〉
期間限定販売
●9月18日（水）～24日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈エマフランシス〉
POP UP SHOP
●9月18日（水）～24日（火）
●3階ニューズスクエア レディースシューズ
メイドインジャパンのこだわり抜いた品質で、
足に吸い付くような履き心地を実現。
カラーバリエーション豊富なバレエシューズは
秋のお出掛けにぴったりです。

ハタヤマ マサオ POP UP SHOP
●9月18日（水）～24日（火）
●5階イベントスペース〈最終日午後5時終了〉

●9月18日（水）～23日（月・祝） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
企画：サントリー酒類株式会社

今が買い時！
もっと手軽に
美しく、私らしく。

●9月18日（水）～23日（月・祝）
●8階催物会場
〈最終日午後5時終了〉
〈各日とも最終受付は終了1時間前〉
※詳しくは係員にお尋ねください。

海外でも活躍する画家ハタヤマ マサオの
原画や雑貨を展示販売いたします。
期間中は作家来場にて、ライブペイントを開催いたします。

ＰＲＥＳＥＮＴ
上記期間中、10,800円以上お買いあげの方、
先着100名さまに粗品をプレゼント。

q〈エマフランシス〉
バレエシューズ
・・・・・・・・各9,720円 
素材各種
※2019 秋冬から
〈クロエフランシス〉は
〈エマフランシス〉に
ブランド名が
変更になりました。

qハタポップダルマ
（大サイズ・名入れ可・
オーダー可）
・・・・・・・・・・19,440円 
約W30×D26×H30㎝

アデランス 
イメージキャラクター 
高橋惠子さん

※写真はイメージです。

［同時開催］ミセスファッションセール
2020年 三越のおせちご予約承り会

柔らかな肌触りと
快適な着心地で人気の
〈天使の綿シフォン〉。
人気のハイネックシリーズが
新色を加え、
24色に増えました。
プリントシリーズも新しい
柄が増え、選ぶ楽しみが
さらにひろがりました。

予告  9月25日（水）～30日（月） 8階催物会場のご案内

ラグビー応援企画

サントリー サンゴリアスフェアサントリー サンゴリアスフェア

q〈三寿園〉
どらオムレット（いちご・モンブラン・芋・抹茶）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 各 400円
■地下1階 ウイークリーデザート

w〈鶴の家〉
おはぎ（つぶあん・きな粉・ゴマ）1個 各 141円
栗粉餅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個入 810円
■地下1階 和菓子イベントスペース

e〈八戸 ＮＣＨ魚菜工房 七重〉
虎鯖棒すし・・・・・・・1本 2,160円

みちのく東北コレクション
●9月18日（水）～24日（火） 
●地下1階フードコレクション

●9月18日（水）～24日（火）  ●地下1階柿安精肉

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

星ヶ丘三越「柿安精肉店」が企画する半期に一度の感謝祭!
期間中、毎日感謝企画をご用意いたしました!
星ヶ丘三越「柿安精肉店」が企画する半期に一度の感謝祭!
期間中、毎日感謝企画をご用意いたしました!

9/18（水）1日限り
オープニングサービス

q国産黒毛和牛
ヒレステーキ用
【20kg限り】
100gあたり 
・・・・・・・・・・1,500円 q近江牛

肩ロースすき焼き用
・・・100gあたり 1,201円
※ヒレ肉は除外させていただきます。 

大感謝祭企画  その❶

大感謝祭企画  その❸

9/19（木）・20（金）2日間限り

大感謝祭企画  その❹

9/18（水）～20（金）3日間限り

大感謝祭企画  特別提供品

9/18（水）～24（火）7日間限り

9/23（月・祝）・24（火）2日間限り

q国産黒毛和牛サーロインステーキ用
【お一人さま3枚限り/
  各日150枚限り】
1枚150ｇ 
・・・・・・・・1,581円 
100ｇあたり1,054円

近江牛スペシャルセール開催
9/21（土）～23（月・祝）
3日間限り

黒毛和牛均一セール開催日本三大和牛の一つ
「近江牛」を感謝価格で
ご提供! 

パックコーナー 価値ある2,001円セール開催!
期間中日替りでお買得な2,001円商品をご提供。

※写真はイメージです。

柿安精肉恒例 
豚の市＆鶏の市 
開催!
柿安指定ブランド
豚肉＆鶏肉を2日間通して
感謝祭価格にて販売。

日替りのお買得商品をご用意しております。お見逃しなく! 

●国産黒毛和牛 各部位
（ロース、肩ロース、モモなど）
・・・・・・・・・・・・・・100gあたり 980円均一
※ヒレ肉は除外させていただきます。

［ほんの一例］
●国産黒毛和牛 柿安の小間きれ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・430g 2,001円 100ｇあたり約465円
●国産黒毛和牛 すき焼き用切り落とし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・330g 2,001円 100ｇあたり約607円

q国産黒毛和牛 
満喫大感謝袋
【お一人さま1袋限り/各日30袋限り】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋 10,800円 

9/18（水）・19（木）・22（日）3日間限り
大感謝祭企画  その❷

柿安精肉 大感謝祭袋販売会
大感謝祭ならではの内容が詰まった感謝袋!
「柿安」特製保冷バッグ付。 

柿安精肉
秋の大感謝祭

①

9/18（水）～24（火）7日間限り

e①柿安本店 牛肉しぐれ煮
お楽しみ袋
・・・・・・・・・・・【60袋限り】1袋 1,620円
②柿安カレー
（牛すじ、豚角煮、牛タン）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3個入 1,381円

柿安本店 
しぐれ煮フェア開催
普段、お取扱いのない
「柿安本店 牛肉しぐれ煮」を
大感謝祭価格でご提供!

②

大感謝祭企画  その❺

9/18（水）～24（火）の限定販売

9/18（水）～24（火）の限定販売

※サントリーサンゴリアスはジャパンラグビートップリーグに加盟するラグビーチームです。

●ご予約承り期間 9月26日（木）～12月24日（火）　●ご予約承り場所 1階特設会場　※詳しくはカタログまたはホームページをご覧ください。


