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Renewal Open
1周年感謝祭

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、一部内容が変更になる場合がございます。 ※混雑時には入場制限をさせていただく場合がござ
います。予めご了承ください。 ※当店ではお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくために、新型コロナウイルス感染防止対策を実施
しております。ご来店のお客さまにおかれましても、ご理解・ご協力のほど何卒お願い申しあげます。
※価格はすべて税込です。 ※掲載の商品は、数量に限りがございますので、品切れの節はご容赦ください。 ※いずれも写真はイメージです。 ※状況により整理券を配布する
場合がございます。 ※天候または交通機関等の影響により入荷遅れ、または入荷できない場合がございます。 ※記載の割引率は自店通常価格より。

マスク
着用の
お願い

サーモグラフィーによる
検温実施ご協力のお願い

ソーシャル
ディスタンスを
保ってください

お客さまへの3つのお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力をお願いいたします。 ●体温が 37.5℃以上のお客さまは

　入店をお控えください。

1 2 3

LADIES’
SHOES
F E S TA

英国紅茶専門店 ポッシュ
10庭園からセレクトした茶葉をブレンドした
「ヨークシャーゴールド」はまろやかでコクが
あり飲みやすく仕上げております。

ヨークシャーゴールドティーバッグ 40P
125g 1,512円

toroa

トレンドのカラーやデザインが
華やかに足元を彩る

多々楽達屋

切らずにとろ生クリーム
チーズケーキ

生乾燥ヨーグルト用ミックス

北海道産のクリームチーズを
2種ブレンドし、ミルキーさと
心地よい酸味が生まれ濃厚な
がらもあっさりした口当たりと、
特製キャラメルクリームを
加えて香ばしい濃厚さが
味わえるように仕上げました。

〈1FアトリウムコートPOP UPの最終日は午後5時閉場。 ※紀ノ国屋特別販売会の最終日は午後7時まで。〉

砂糖不使用のドライフルーツ7種類を
食べやすいサイズにカットした大人気の
ミックス商品です。ヨーグルトや紅茶
に相性ぴったりです。

1本 2,301円

160g【80点限り】 1,401円

10月4日（火）～10日（月・祝）
10月11日（火） ～23日（日）

10月25日（火） ～11月1日（火）

〈ヒルズアヴェニュー〉

〈レシピ〉

〈ファルファーレ〉
〈　　　　　〉 

10月4日（火） ～10日（月・祝）

10月4日（火） ～17日（月）

10月

冷凍

松山三越リニューアルオープン1周年に感謝を込めてさまざまなイベントをお届け！

〈ワコール〉アスレジャー POP UP
日々のお出かけからスポーツシーンにも

対応できる商品をご紹介。

ジェルシートは、もういらない。日常生活を、運動へ。
トレーニングを、さらに効率よく。

10月11日（火）～17日（月）

【同時開催】 5階 催物会場 
ワコールフェスタ
10月11日（火） ～17日（月）
〈最終日は午後4時閉場〉

ファルファーレ レシピ

ヒルズアヴェニュー

治一郎
24層もの、うすくレアな層を
じっくりと焼き重ねました。
飲みものが要らないほどの
しっとり感と、ケーキのような
ふんわり感を実現した職人技の
傑作をお楽しみください。

治一郎のバウムクーヘン
約650g  2,301円

代官山シェ・リュイ
人気商品モンブランマロンや
フランス伝統菓子のサバラン、
カヌレをお届けします。

モンブランマロン 1個 519円

和栗 a  la  mode
百姓れすとらん

青森小栗山農園の和栗ペーストを
使用。スポンジ、栗あん、生クリーム
と積んでいき、仕上げはたっぷりの
ペーストをデコレーション。最後に
熟成和栗の焼き栗をトッピング。

搾りたてくりっ栗もんぶらん
シングルペースト

10月18日（火）～24日（月）

1個 1,080円

10月18日（火）～23日（日）

旬の栗を
楽しむ

栗
クリ

くり

実 演

※17日（月）は午後5時閉場。

〈シックスパッド〉フェア

テナントショップの営業時間は松山三越のホームページをご覧ください。

バケットハット        3,960円
アクリルスタンド    1,870円
クッションカバー   1,650円

■10月1日（土）～10日（月・祝）
     午前10時～午後7時 ※最終日は午後4時閉場

■5階催物会場

※商品は一例です。

期間限定SHOP

Renewal Open

Renewal Open

POP UP1F アトリウムコート

10月11日（火）～17日（月）

“感謝祭”限定「お得」な
アプリクーポンも見逃せない！

あなたの毎日を彩る

三越伊勢丹アプリの
ダウンロードはこちらから▶▶▶



　　　　　　　　　　　リニューアルオープン1周年の感謝の気持ちを込めて感謝袋や特別商品をご用意しました！

松山
三越

だけの先行販売商品や

期間
限定のお取り寄せスイーツをご紹

介

コスメ感謝袋

ミニデニムトートバッグ
今治ライトガーゼマフラー

デニムマスク 2枚

〈SETOUCHI〉
感謝袋

〈千代田ラグス〉
　ペルシャ絨毯タブリーズ産

〈ペットサロン〉感謝袋

【10点限り】

ネクタイ2本組

長袖既製
ワイシャツ各種

【20点限り】

■4階 SETOUCHI

■4階 デュオプレックス

■10月1日（土）～3日（月）
■4階 テーラーストリート

婦人服5点セット感謝袋
3,300円【30点限り】

※組み合わせは一例です。

※組み合わせは一例です。

婦人パジャマ各種
各3,300円【50点限り】

■3階 婦人靴横

■3階 エスカレーター横

●ニットベスト各種

●カジュアルバッグ各種

●紳士靴下3足組

2,200円【30点限り】

■10月1日（土）～15日（土）
■1階 ミスターミニット

■10月1日（土）～3日（月）

■1階アトリウムマルシェ カラーレス カラーズ

●〈ミスターミニット〉
　店内シューケア商品
　20％ご優待

●〈人気ブランド〉婦人靴下感謝袋

●〈ルートート〉ハンドバッグ感謝袋

●婦人ハンカチ・小物 感謝袋

●〈タオル美術館〉タオル感謝袋

〈グランマーケット〉
ウイスキー
ミステリーBOX

〈ワインショップ・
エノテカ〉
紅白ワイン

感謝袋

●彩果の宝石
●ロイスダール
●菓匠 清閑院
●満果惣

●蕪村菴【108点限り】

各1,080円

1,404円
●ユーハイム【30点限り】2,160円

【30点限り】

【60点限り】

【36点限り】

フォンテーヌ
特別ご奉仕品

ウイッグ・トップピースなど 
　　　30～60％OFF
〈自店通常価格より・一部商品除外あり〉

期間中、婦人フォーマルウェア
（セール品・小物除く）をエムアイカードで
お買いあげの方に5％ご優待

〈自店通常価格より・一部商品除外あり〉

※20歳未満の方の
　飲酒は法律で
　禁止されています。

3,300円【30点限り】

1,100円【20点限り】

●紳士用折り畳み傘
5,500円【25点限り】

●〈ハウスオブローゼ〉
　ボディ＆ヘアケア
　5点セット感謝袋

●大判バスタオル各種
1,100円【30点限り】

■3階 ウチノバス＆
   リラクゼーション

■3階 ハウスオブローゼ
3,300円【10点限り】

1,944円【50点限り】

7,150円【10点限り】

7,975円【10点限り】

リポソーム アドバンスト リペアクリームに、
同じシリーズの美容液、リフトディメンション
のミニサイズ2点をセットした限定キット。
〈コスメデコルテ〉松山三越限定
リポソーム アドバンストリペアクリーム キット

11,000円【30点限り】
●リポソーム アドバンスト リペアクリーム 50g（現品）
●リポソーム アドバンスト リペアセラム＜美容液＞6ｇ
●リフトディメンション リプレニッシュ ファーム ローションER＜化粧水＞9ｍL
●リフトディメンション プランプ ファーム エマルジョンER＜乳液＞9ｍL

内側からキレイをパワーチャージ、
みずみずしく軽い感触の乳液に、ク
リアな素肌へ導く、大人気のシート
マスク3枚が入った三越伊勢丹限定
のコフレ。

〈SK-Ⅱ〉三越伊勢丹限定
SK-Ⅱスキンパワーエアリー＆
マスク デラックスコフレ

21,450円【40点限り】

●SK-Ⅱスキンパワーエアリー80g（現品）
●マスク デラックスコフレ 3枚

フレグランスオイル、ラタンスティック、ドライフラワー、25mL

一日中潤い続ける化粧水に、余分な汚れ
だけを優しく洗い流すクレンジングと
洗顔石鹸のトライアル付き。

〈パウダーパレット〉松山三越限定
アクセーヌ モイストバランス
ローションキット

6,050円

26,400円から

各1,941円 5mL

各4,501円

【20点限り】
●モイストバランスローション 360mL（現品）
●ミルキィ クレンズアップ（トライアルサイズ）
●フェイシャルソープ AD（トライアルサイズ）

2F

2F

3F2F
〈マーキーズ〉
POP UP STORE

どら一（いち）復活販売

ぎっしりと詰まった歯ごたえのよい
クルミと、甘さとほろ苦さの絡み合っ
た自家製キャラメルをバター生地で
はさんだ贅沢な焼き菓子です。

〈鎌倉紅谷〉クルミッ子10個入（缶）

2,052円
【224点限り/お一人さま2点限り】

希少な白小豆でつくった白あ
んに、和栗と洋栗のペースト
を合わせて煉りあげました。
豊かな栗の味を楽しめるあん
ペーストです。 シーブレーンは、金沢の地で25年以上に

渡り時計を作り続けているアトリエで
す。文字盤に、天然石を砕いて作られてい
る「岩絵具」という日本画の絵具や金銀
箔、和紙などを用いて彩った「はなもっ
こ」が代表作です。

心のウェルビーイングを香りで
体験できる〈magicFragrance.〉。

〈とらや〉あんペースト［栗］
1,512円【200点限り】

お一人さま各1点限り

お一人さま各1点限り

●ハタダ
●一六本舗

【150点限り】

【50点限り】

【30点限り】

婦人フォーマル
ご優待会

本場大島紬ご優待会
本場大島紬（泥染）や重要無形文化財保持者
（人間国宝）の作品を特別にご優待いたします。

絹100％

【200点限り】

綿、ポリエステル

税込1,000円以上お買いあげでハズレなしの
サイコロゲームに1回ご参加いただけます。
「1」の目が出たら“どら一”3個ゲット！

期間中、買取ご成約の先着30名さまに三越商品券1,000円分をプレゼント！
※一部、買取対象外ブランド・アイテムがございます。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

【お問い合わせ】 Tel.089-993-8877

〈コメ兵〉買取キャンペーン

期間中、1会計のお食事金額が税込3,000円以上の方
先着300名さまに11月1日（火）～30日（水）の間、ご利用いただける
10％OFFチケットをプレゼント！！ ※なくなり次第終了とさせていただきます。

10月8日（土）～10日（月・祝）の3日間
調香のイベント開催
366日それぞれの日をイメージした、さまざま
なアロマオイルが揃っています。 お誕生日
占い感覚で、あなたの香り、大切なあの人
の香りをその場で調香いたします。

1着
通常料金

2着
5%OFF

3着
10%OFF

4着以上
15%OFF

〈ゴディバ〉
ゴディバ オリジナルバッグ

3,657円【各色30点限り】

1,080円【100点限り/お一人さま1点限り】

■1階 ゴディバ

※テナントショップのためサービスが一部異なります。

〈シーブレーン〉の時計展

■10月1日（土）～10日（月・祝）

■10月1日（土）～10日（月・祝）

EVENT

自店通常価格より
一部商品除外あり

15台限り

※ご希望のお客さまは一番町側玄関口にお並びください。

〈              〉

1F

●〈ハマヤ〉
コーヒー豆全品 
30％増量セール
●〈ハマヤ〉感謝袋 3,240円【100点限り】

1,100円【100点限り】

1,100円【100点限り】

3,300円【20点限り】

3,300円

1,080円
1,080円

【50点限り】

【100点限り】

3,278円【60点限り】

【50点限り】

〈アルターイオ〉
ローマの角切り
ピッツァ（ハーフサイズ）
人気の4種4枚セット

1,080円

■地階 ハマヤ

■地階 グランマーケット

3,300円
■地階 ワインショップ・
　エノテカ

BF
婦人カジュアル
ジャケット・ロング丈
カーディガン各種

各836円【50点限り】

■3階 エスカレーター横

〈ウエルベック〉
ブラウス各種 各3,300円【50点限り】

■2階 スライス オブ ライフ

1F

1F

1F

2F

3F

4F

RF

      〈エーエフシーショップ〉
My WELLNESS

●華舞食べるコラーゲン豚
　2袋セット

27,000円

10,001円

3種4粒×30包
（華コラBEAUTY 50ml×3本プレゼント）

120g×2

■3階 エーエフシーショップ

●〈ビタクラフト〉
　スーパーセラミックフライパン

深型、サイズ：内径21.5㎝/深さ5.5㎝

深型、サイズ：内径23.5㎝/深さ5.7㎝

■3階 リアルキッチン

【10点限り】

　  〈ヨシディア〉
Ptダイヤモンド
ペンダント

●〈ベルメナーズ〉黒蝶パールネックレス

●ペルシャ絨毯 ナイン産

165,000円【3点限り】

220,000円

●〈みつわ〉パライバネックレス・リングセット

●草履各種

550,000円

【3点限り】

700,001円【色柄込2点限り】

1,100円【5点限り】

11,000円【10点限り】

●洋割烹着各種 1,650円【50点限り】

【3点限り】

〈西川〉
羽毛布団

●カシミヤ毛布

●カシミヤニットブランケット

66,000円【4点限り】

66,000円【3点限り】

92,400円【1点限り】

〈テーラーストリート〉
　 イージーオーダー
スーツ2着セット
感謝袋（機能性尾州服地使用）

100,001円【10点限り】

【色柄込3点限り】各 100,001円

 　〈ビタクラフト〉
コロラドセット ライム

13,860円
片手鍋16㎝、両手鍋18㎝（浅型）、
両手鍋18㎝（深型）、パンチングザル

【10点限り】
ふとん側：再生繊維（リヨセル）100％
詰めもの：ダウン93％・フェザー 7％
サイズ：150×210cm、日本製

毛100％、約60×90cm

毛100％、約200×300㎝

カシミヤ100％、140×210cm、日本製

カシミヤ100％、140×210cm、日本製

犬用（おもちゃ、フード、おやつ×2種、水、バッグ、トリミングサービスチケット）

■4階 宝飾

■4階 絨毯

■4階 西川

■屋上階 ペットサロン

■4階 メガネサロン

■4階 きものサロン

■4階 きものサロン

■4階 香鳥屋

1個

満月秘伝の生地に丹波大納言小豆の粒餡を包ん
で焼き上げた半生菓子。もっちりとした皮と餡が
見事に調和した阿闍梨餅は高僧を意味する梵語
を語源としており、比叡山で千日回峰修行を行う
阿闍梨がかぶる網代笠を象ったものです。

「笑顔になる子供服」をコンセプ
トに、ワーク、ミリタリー、アウト
ドア、トラディショナルといった
アメリカンカジュアルをベース
にシンプルなデザインから遊び
心をプラスしたオリジナル性の
高いアイテムを展開しています。

天高く、木の葉も色づく秋は 
シックな色彩や繊細なパター
ン、クラフトマンシップ感じる
リュクスな一着を纏いたくな
る季節です。レリアンが提案す
る、美しいワードローブが心を
満たす、秋へ誘います。

〈満月〉阿闍梨餅
141円【1,200点限り/お一人さま5点限り】1個

創業明治27年（1894年）。
『明治生まれの鳩サブレー』
ハイカラな鎌倉の味。
〈豊島屋〉鳩サブレー

1,080円【1,000点限り】

【各日60点限り】

8枚

しまんと地栗の甘さを活かした
「ジグリキントン」。材料は栗とお
砂糖のみ。しまんと地栗本来の濃
厚な甘さとまろやかな風味をお楽
しみいただけます。

〈四万十ドラマ〉ジグリキントン
864円1個

ふわりとお口いっぱ
いに広がる小豆本来
の味わいと、やさしい
口あたりをお楽しみ
いただけます。

〈菓匠 清閑院〉
◀蒸しきんつば

195円1個

香り、口溶け、コクにこだわった
日本発ショコラ専門店の2022
秋冬新作のショコラギフト。
〈ベルアメール〉
◀ショコラギフト10個

3,024円1箱

■2階 アトリウムテラス
■10月4日（火）～17日（月）

■3階 レリアン
■10月7日（金）～23日（日）

洋服のお直し、1回のご利用時に2着以上の持込みで
どんどん割引　　                                                 ■10月1日（土）～16日（日）

■10月1日（土）・2日（日）

ガラポン抽選会 期間中、税込3,000円以上お買いあげの
お客さま抽選で30名さまに「図書カード
500円分」をプレゼントいたします。

■10月1日（土）・2日（日）

スライス オブ ライフ

「いつも使える、私の心地いい」をテーマに、着心地の良い日常着と
暮らしを豊かにする生活雑貨を揃えた編集ショップです。

〈銀座ヨシノヤ〉
婦人靴均一祭

【100点限り】

11,000円3F
3F

3F

はなもっこ

Birthday Aroma

エターナルフラワー

10月1日（土）～10日（月・祝）

10月1日（土）～10日（月・祝）

■10月1日（土）～5日（水）

■10月1日（土）～3日（月）

中石：D＝0.20ct、DカラーVS2・VG
脇石：D＝計0.20ct、45cm
フリーアジャスター付

8.0～11.0mm玉

ネックレス／パライバ＝0.07ct、D=計0.27ct
リング／パライバ＝0.08ct、D=計0.24ct

〈香鳥屋〉バッグ感謝袋
11,000円【10点限り】

お菓子感謝袋

Leilian,The Week
AUTUMN 2022
Good Harvest Trip

レリアンと、
実り豊かな秋へ。

「錦」とは、華麗な模様を織り出した絹織物のこと
ですが、春の桜や、秋の紅葉などの美しさを表す言
葉としても使われています。『錦織』の緑と黄色を
上下に重ねた意匠は、織りあげられた錦のきらび
やかな美しさを感じさせます。

〈とらや〉 特製羊羹『錦織』（中形）

愛媛県産の柑橘「伊予柑」「清見」「せとか」を使用し
た、特別なチョコレート。松山三越リニューアル
オープン1周年を記念し、先行販売。ここでしか
楽しめない、限定商品です。

〈ゴディバ〉
▲柑橘チョコレート アソートメント

2F

1F
1,200円1ピース

※写真は1ホールです。

中にみずみずしいフレッシュなりんごを
サンドし、甘酸っぱいいちごを
ふんだんに飾りつけしました。

〈カフェコムサ〉
アップルローズといちごの
ショートケーキ

3,240円1箱

1F

1F

4F

4F

5F

直径 約12cm 3,240円

直径 約12cm 3,240円直径 約12cm 3,240円
カマンベールのチーズケーキ

バスクのチーズケーキ

大好評のチーズケーキが登場！
グルテンフリーでチーズ本来の
うまみを楽しめる新しいデザート
です。今回は人気のチーズケーキ
３種をご用意いたしました。
（要冷蔵）

※お一人さま各2点限り。なくなり次第終了とさせていただきます。

※写真はイメージです。

ブルーチーズのチーズケーキ

〈カオリーヌ菓子店〉
チーズケーキ限定販売

販売日/ 10月8日（土）・9日（日）

販売日/ 10月4日（火）から販売
10月5日（水）から販売

10月6日（木）販売

松山三越限定

10月4日（火）～12日（水）

10月4日（火）～12日（水）各日34点限り

各日10点限り各日10点限り

10月1日●スタート！土 各階

POP UP リニューアルオープン1周年記念

1F

オリジナルトートバッグ×1
クッキーアソートメント18枚入×1
ミルクチョコレートクッキー5枚入×1

〈ジョアン〉スペシャルパンセット

販売日/ 10月6日（木）1日限り 午後1時から販売

販売日/ 10月4日（火）～10日（月・祝）販売日/ 10月4日（火）から販売

【お買いあげプレゼント】
10月1日（土）～10日（月・祝）の期間中、
松山三越ベルアメールショップにて
税込2,160円以上お買いあげの方に
パレショコラ1枚をプレゼント。

※状況により整理券を配布する場合がございます。

※状況により整理券を
　配布する場合が
　ございます。

「錦」とは、華麗な模様を織り出した絹織物のこと
ですが、春の桜や、秋の紅葉などの美しさを表す言
葉としても使われています。『錦織』の緑と黄色を
上下に重ねた意匠は、織りあげられた錦のきらび
やかな美しさを感じさせます。

〈とらや〉 特製羊羹『錦織』（中形）
1,944円【150点限り】330g

PRESENT

×

10月1日（土）～17日（月）

松山三越
先行販売

ビジネススタイルの必需品！

柔らかい肌触り

一枚で秋の主役に

ピンクも水色もどちらもかわいい！

人気の国産
ウイスキーが
当たるかも！？

菓遊庵まつり菓遊庵まつり 1F 特設会場
（一番町側）

抽 選 期 間

抽 選 場 所

三越商品券1万円分

カ・ラ・ダファクトリー施
術ご利用券 3,000円

分坊っちゃんフードホール
お食事券 5,000円分

このほか、さまざまな
賞品をご用意してお

ります！

松山三越全館でのお
買いあげレシート合

計

税込10,000円分で1回
抽選にご参加いただ

けます。

10月29日（土）～31日（月）
　

5階 催物会場

レシートをいっぱいためよう！！

レシートをいっぱいためよう！！

お買いあげレシート有
効期間：2022年10月1日（土）～

31日（月）

抽選会開催抽選会開催
お買いあげ

※抽選回数はお一人
さま1抽選機会につき

上限10回までとさせ
ていただきます。

※お買いあげレシー
トを抽選会場にご提

示ください。 

※商品券／工料／送
料など一部対象外の

商品・サービスもござ
います。

※詳しくは係員にお
問い合わせください

。

特特

39名さま
サンキュー

お食事キャンペーン

感謝袋＆
感謝SALE

〈magicFragrance.〉

※写真は
　イメージです。

※写真はイメージです。

べっ甲フレーム
特別ご優待会

べっ甲、日本製

販売日/10月3日（月）、6日（木）、8日（土）

お一人さま各色1点限り

5,500円

各3,300円

松山三越
限定販売

10月6日（木）から販売

10月1日（土）から販売

IH対応

IH対応

展開サイズ：80～150cm


