
同時開催 キッズ＆ベビーファッションセール

マタニティ

9日（木） 午後2時から

 インナー＆ボトム

●5月8日（水）～13日（月） ●8階催物会場〈最終日午後5時終了〉
ワコールサマーセール半期に

一度の

洗練された暮らしの今へ

星 ヶ 丘 三 越
2019  5 / 8 水

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

大集結!

トワイライトサービス

8日（水）オープニングサービス

日替りサービス

価格は当日会場で発表!

気軽にサイズチェック!
採寸コーナー登場! !
●5月8日（水）～10日（金）
　各日午前10時～午後4時
専任スタッフが採寸いたします。

星ヶ丘三越

レディスサマー
ファッションセール

★ワコールサマーセール協賛
〈土・日開催〉お楽しみ抽選会
●5月11日（土）・12日（日）
●８階催物会場特設カウンター
上記期間中、8階「ワコールサマーセール」会場
にて、ワコール商品を税込10,800円以上
（レシート合算可）お買いあげで「1階・2階
化粧品で使える5,000円クーポン券」などが
当たる抽選会に１回ご参加いただけます。
※お一人さま１回限り。
※当日のお買いあげが対象です。

★母の日プレゼント

★お買いあげプレゼント

ホシミツ［★★★］特典
ホシ3つランジェリー＆ファンデーション

ジュニア　　

ナイトウエア

　　キッズ　　

同時
開催

8日（水） 午後6時から

午後2時から

●お買得パジャマ各種【30点限り】
●インナートップス各種【100点限り】
●インナ一ボトム各種【30点限り】
●ワイヤーなしジュニアブラ各種【50点限り】 

●コンフォートショーツ3枚セット各種【50セット限り】
●腹巻（薄手）各種【30点限り】
●フラットショーツ（ビキニ）各種【50点限り】

●ブラジャー各種【50点限り】
●ショーツ各種【50点限り】
●Tバック各種【50点限り】

●カジュアルルームウエア トップス各種【30点限り】
●カジュアルルームウエア ボトム各種【30点限り】
●カジュアルルームウエア ショートパンツ各種
　【50点限り】

10日（金） 午後2時から
●ノンワイヤーブラジャー各種【50点限り】
●綿混フラットショーツ各種【50点限り】
●フラットショーツ各種【50点限り】

母の日
好適品！

qナイトウエア
各種
・・・4,212円から
素材・サイズ各種

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

wインナー各種
・・・・・・・・・2,160円から  
ボトム各種
・・・・・・・・・1,728円から
●ガードル各種
・・・・・・・・・3,564円から  
いずれも素材・サイズ各種

rマタニティ
ナイトウエア各種
・・・・・・4,860円から
素材・サイズ各種

qジュニアブラ各種
各1,944円 素材・サイズ各種
ジュニアショーツ各種
・・・・各 540円 素材・サイズ各種

q婦人
アンサンブル
各種
【30点限り】

5,400円均一
素材・サイズ各種

下記期間中、8階「ワコールサマーセール」
会場にて、ワコール商品の1回のお買いあげが
税込7,000円以上の方に
「〈ジョアン〉レモンティーロール」を
プレゼントいたします。
●5/8（水）先着200名さま 
●5/9（木）・10（金）
　各日先着50名さま ※お一人さま1点限り。
※各日なくなり次第終了。※当日のお買いあげが対象です。

5/11（土）・12（日）の2日間、
8階「ワコールサマーセール」会場にて
母の日ギフトでワコール商品を
税込3,000円以上お買いあげの方に
「カーネーション1輪」をプレゼントいたします。
●各日先着20名さま
※当日のお買いあげが対象です。
※各日なくなり次第終了。

話題の新商品コーナー
「ＳＵＨＡＤＡ ＯＮＥ」
つけごこちが、
さらに快適に進化！
フレームひとつでしっかり
持ち上げ高さと立体感のある
美しいバストにととのえます。
〈ワコール〉
ＳＵＨＡＤＡ ＯＮＥ ブラジャー 6,048円から
ナイロン・その他繊維、B～Eカップ LINEの「友だち追加」から

登録をしてください。

5月8日（水）～13日（月）〈最終日午後5時終了〉の
期間中、「星ヶ丘三越」を友だち追加で、
「ワコールサマーセール」会場内で使用できる
クーポンをゲットしよう! 
※既に友だち登録がお済みの方は別途配信されます。

ID:＠hoshimitsu

スレンダーブラ
幅広のサイドフラット
シェイパーで脇を
すっきり整えます。
wブラジャー各種
・・・・・・・3,780円から
素材・サイズ各種

ふんわり触感ブラ
バストに自然に
フィットし、快適な
つけ心地に！

qブラジャー各種
・・・・・・・3,780円から
素材・サイズ各種

q産前・産後
兼用ブラジャー各種
・・・・・・・3,564円 素材・サイズ各種
産前用ガードル各種
・・・【10点限り】4,104円 素材・サイズ各種

e男女児キッズパジャマ各種
・・・・・・・・3,780円から 素材・サイズ各種

q女児ランジュ各種
・・・・・・・・・1,296円から
女児ショーツ各種
・・・・・・・・・・・・・・・540円
ともに素材・サイズ各種

ポイントプレゼント!
COSME T I C  E V EN T

私、名古屋美人

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。

〈ワコール〉×化粧品コラボ企画
〈資生堂〉肌色に似合う
口紅アドバイス会
●5月8日（水）・11日（土）・12日（日） 
　各日午前10時30分～午後2時30分
●8階催物会場 ワコールサマーセール会場内
最新機器を使用し、肌色に似合う口紅をセレクトいたします。

※ポイント付与の手続き完了まで1週間ほどお時間を
　いただきます。

※写真はイメージです。

※イラストは
　イメージです。

※写真はイメージです。

お得をゲット!

いずれも素材・
サイズ各種

「令和」元年を
新たなランジェリーで！

ショーツ ナイトウエ
ア



〈グッピプラス〉期間限定販売
●5月8日（水）～14日（火） ●2階上りエスカレーター前特設会場

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。

① ②

③

※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

好評開催中! 5月12日（日）まで 各階

母の日フェア

気になる紫外線対策にも
重宝する〈天使の綿シフォン〉。
豊富なアイテムとカラーで
様 な々コーディネートが
楽しめます。
q〈天使の綿シフォン〉
丸首長袖プルオーバー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,372円 
2ＷＡＹカーディガン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7,452円 
ともに綿100％、Ｍ・Ｌ

千年以上の歴史を誇る鞄の産地「兵庫県豊岡市」。
デザイン・素材・製法など、職人のこだわりが
感じられる鞄を期間限定でご紹介いたします。
q〈豊岡鞄〉アトリエヌー
①長財布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14,040円 
牛革、Ｗ21×Ｈ10×Ｄ1.5ｃｍ
②リュック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25,920円 
牛革、Ｗ23×Ｈ29×Ｄ12ｃｍ

春の装いにぴったりな素材の
着心地の良いアイテムを
取り揃えております。
q〈クー〉
AラインTシャツ
・・・・・・・・・・・・・【1点限り】13,500円 
スカート・・・・【1点限り】17,280円 
ともに綿100％、Ｍ～Ｌ

人気ブランド
〈アンタイトル〉
〈インディヴィ〉の
5号（Ｓサイズ）の
夏物を
期間限定で
豊富に
取り揃えます。
各ショップでは
5月26日（日）まで
開催いたします。

〈天使の綿シフォン〉
期間限定ショップ
●5月8日（水）～14日（火）
●1階ライオン玄関口特設会場

〈リーガル〉フェア
●5月8日（水）～14日（火）
●3階ニューズスクエア レディスシューズ

Le creative? 期間限定販売
●5月8日（水）～14日（火）
●4階エスカレーター横特設会場

〈豊岡鞄〉POP UP SHOP パートⅠ
●5月8日（水）～14日（火） ●6階エスカレーター横特設会場

〈クー〉期間限定販売
●5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〉

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
「〈天使の綿シフォン〉ロゴ入り洗濯ネット」をプレゼント。

カジュアルさと上品さを併せ持つ〈リーガル〉シューズ。
夏の装いにオススメのシューズをご紹介いたします。

［商品の一例］
●バッグ本体・・・・・・・・・5,940円
●ハンドルＭサイズ 3,780円
●シューズ・・・・・・・・・・・・9,180円
●シューズアクセサリー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,160円
いずれも素材・サイズ各種

ＰＲＥＳＥＮＴ
上記期間中、〈リーガル〉の商品をお買いあげの方、
先着20名さまに「ノベルティ」をプレゼント。

〈アンタイトル〉〈インディヴィ〉
Ｓサイズフェア
●5月10日（金）～21日（火）
●3階エスカレーター横特設会場

q〈リーガル〉
① 14,040円 
牛革
② 12,960円 
やぎ革
③ 15,120円 
やぎ革

人気のカスタマイズ
バッグとシューズに
春夏の新柄が
登場します！ 
お好きな組み合わせで、
その場でお作り
いただけます。

彩りあざやかなちらし寿司に、焼き物や煮物、
揚げ物などの多彩な料理の華やかな御膳です。
⇧〈なだ万厨房〉母の日御膳
・・・・・・・・・・【予約分含め250折限り】 1折 2,700円
◎お渡し日／5月11日（土）・12日（日）　■地下1階 なだ万厨房

⇦〈アンリ・シャルパンティエ〉
マ・メール
・・・1ホール（12cm） 2,808円
・・・1ホール（15cm） 3,996円
■地下1階 アンリ・シャルパンティエ

使いやすい
カジュアルバッグは
デイリーからトラベルまで
大活躍！

⇨〈パトリック・コックス〉
①ショルダーバッグ
・・・・・・・・・・・11,880円
約Ｗ29×Ｈ18×Ｄ8cm
②2ＷＡＹバッグ
・・・・・・・・・・・12,960円
約Ｗ25×Ｈ23×Ｄ13cm
ともにナイロン、ポリエステル、
合成皮革
※5月14日（火）までの期間限定販売。
■1階 ニューズスクエア ハンドバッグ

花柄・スカビオサモチーフの
フロート編みソックスです。
ふんわりとした肌触りと
華やかな柄が優しく
おしゃれなお母さんにピッタリです。
⇦〈タビオ〉
①②フロート花柄ロークルー
③④フロートスカビオサロークルー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1,080円
レーヨン・その他繊維、22.5～24.5cm
■2階 タビオ

この1台で5つの機能を搭載。超音波・ＥＭＳ・温感など
簡単にご自宅でお手入れができます。
親子で楽しくエステアップをしてみませんか。
⇨〈ドクターシーラボ〉エステアップＶ
・・・・・・・・【10点限り】数量限定特別価格 20,655円
EVENT エステアップＶをお顔で体験していただけます。 
◎約20分　ご予約・お問合せ：TEL/052-782-9555

〈ドクターシーラボ〉親子で使えてお得!
エステアップＶキャンペーン
●5月8日（水）～14日（火） ●1階ドクターシーラボ

豊富なカラーバリエーションが魅力の〈グッピプラス〉。
普段のお出かけに活躍するシンプルなミニバッグは贈り物としても
喜ばれます。全16色の中から、お気に入りのカラーをお探しください。
⇧〈グッピプラス〉ハンドバッグ・・・各3,132円
合成皮革、Ｗ19×Ｈ24×Ｄ10㎝

星ヶ丘三越初出品

ロウの花びらを1枚1枚巻いてバラのキャンドルをお作りいただきます。
母の日のプレゼントに手作りの花のキャンドルはいかがでしょうか。
ワークショップと併せて、母の日ギフトをイメージした
手作りキャンドルも販売いたします。
◎参加費：2,160円 ◎所要時間：約30分

バラのキャンドルワークショップ＆キャンドル販売会
●5月8日（水）～14日（火） ●5階イベントスペース
〈受付は各日午後5時30分まで、最終日受付は午後4時まで〉

講師 社本博美氏が手掛ける華やかな「プリザーブドフラワー」。
母の日の贈り物にぴったりなお花を展示販売いたします。
［商品の一例］
⇨プリザーブドフラワー・・・【1点限り】10,800円 素材各種
EVENT 

花工房ドヌーヴ 期間限定販売会 ●5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〉

お花をモチーフにしたかわいらしい
グッズやアートフラワーの
期間限定販売です。

〈フィオリ〉期間限定出店
●5月8日（水）～28日（火）
●1階特設会場

ご予約優先

ご予約承り中! 5/10（金）まで　
5/11（土）・12（日）限定販売 5/10（金）～12（日）限定販売

①

①

②

②

①
②

③

③

④
①

②

※写真はイメージです。

リバティプリントの花柄が
美しいナイトウエアです
⇦〈Amour〉
①ホームワンピース
・・・・・・・・・・19,440円
②パジャマ
・・・・・・・・・・12,960円
ともに綿100％、M・L
■7階 パジャマ

⇨〈コムサスタイル〉
通気性に優れ、気軽に
洗える麻のニット
アンサンブルは全6色。
お母さまに似合う
色を贈りましょう。
①カーディガン
・・・・・・・・・・・・5,292円
②ニット・・・4,212円 
ともに麻100％、7・9・11号
清涼感のあるストールは、装いのアクセントに。
冷房対策や首元を隠したいという女性にも好評です。
③ストール・・・・・・各 4,320円 レーヨン・絹、50×176cm　
■2階 コムサスタイル

⇨〈ジェーンモア〉
綿100％の天然素材。
肌触りが良く、
しわになりにくい
ジャージー素材です。
①ブラウス
・・・16,200円 
綿100％、Ｍ・Ｌ
デシン素材に可愛らしい
花柄プリントで袖口にはゴムが入っているので、
たくし上げた時に止まります。スリットも入ったデザインスリーブです。
②ブラウス・・・24,840円 ポリエステル100％、9・11号
　　　　　　　　　　　　　　　　　■4階 ジェーンモア

ご予約・お問合せ TEL/052-783-3236 担当：幸田

期間中、手軽に参加できる
「フラワーギフトレッスン」も開催いたします。

季節を先取りしたアジサイや長くお楽しみいただける
ブリザードフラワー、定番のカーネーション
バスケットなど豊富に取り揃えております。

⇨アップルピーチ
・・・・・・・・・4,320円 
約W25×H25cm

小さなお子さまの、お母さんへの
“おかいもの”を応援するイベントです。

勇気をだして“おかいもの”に挑戦してくれるお子さまの姿は、
いつまでもお母さんの思い出に残るはず。

“なにを選んでくれるかな？”“ちゃんと買えるかな？”
親子でワクワクする母の日をお過ごしください。

ははのひプレゼントのおみせやさん
～おうちのひとといっしょにきてね♪～
●5月11日（土）・12日（日）
●7階上りエスカレーター前特設会場

①

②

フラワーショップ 母の日ギフトフェア
●好評開催中！ 5月12日（日）まで 
●2階フラワーショップ

※写真は
　イメージです。

①

②
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