春 を 感 じる 、新しいプ ロダクトとの 出 会 いを。
旅した風景から
生まれた絶妙な
カラーリング。
仙台三越初登場。

※写真はイメージです。

〈コルクハウスなずな〉POP UP

〈tamakiniime〉新作ご紹介
（火）
3月10日（水）〜16日

〈グロッセ〉ジュエリーガーデン

播州織の優しい肌触りと多彩な色が
魅力。ショールのほかウェアもご紹介。
ショール 6,600円から（綿100％、約55×190㎝）
■本館1階 ファッションパーツ

（火）
3月3日（水）〜9日

時代の名品を復刻したフラワーシリーズ
に1959年の復刻シリーズが新たに登場。
■本館3階 イベントスペース

〈little $uzie〉POP UP

（火）
3月3日（水）〜30日
会期中、22,000 円（税込）以上お買上げのお客
さま先着10名さまへオリジナルトートを進呈。

宮城

（火）最終日午後5時終了
3月3日（水）〜9日
ストール 各 20,900円

（麻100%、丈180㎝×巾60㎝、男女兼用、日本製）

■定禅寺通り館4階 紳士カジュアル

（火）
2月27日（土）〜3月9日

カラー15色、
幅は細め、
やや細め、
標準、
ゆったり
の4種類の中からお選びいただけます。
パンプス 各20,900円（日本製、22㎝〜25㎝）
※お渡しは約2ヶ月後となります。■定禅寺通り館2階 婦人靴

〈クレイサス〉新作ご紹介
2月26日（金）から

ポケットがたくさんあって収納力抜群。
オン、オフでも合わせやすいバッグです。
2WAYバッグ 各16,500円

（いずれも合成皮革、中国製）

■定禅寺通り館2階 ハンドバッグ

エムアイカードご利用のお電話注文 1 回のお買いあげ10,000 円（税込）以上で

東北 6 県送料無料

2 15 月

3 2火

※一部除外品がございます。
詳しくは係員にお尋ねください。

仙台在 住の
デザイナー、
中谷氏 手 作
りの、白蝶貝
を使 用した
アクセサリー。

〈フォーリーブス〉POP UP
（水）
（火）
〜16日
3月10日

2連コットンパールネックレス 30,800円

（コットンパール・ガラス・白蝶貝・K14gf、約70㎝）

白蝶貝ピアス 11,000円
（白蝶貝・K14gf、人工真珠キャッチ付き）
（いずれも日本製） ■本館3階 イベントスペース

宮城

〈ENN LIVING WORKS 〉POP UP

〜手しごとで編む〜

〈白田のリネン・コットン〉

〈REGAL〉パンプス
パターンオーダーフェア

■本館5階 エスカレーター前イベントスペース

震災復興10年 つなげる・つながるキャンペーン

※メンズ・レディース
や、イージーオー
ダーも 承ります。
お渡しは約6週間
後となります。

■本館2階 イベントスペース

コルクバッグ 42,900円

（素材：コルク、牛革・綿、日本製）

東北のものづくりを応援しよう

宮城県加美町で現
在も職人が貴重な
手横編み機と手動
のリンキング縫製で
仕上げる優しさにあ
ふれたアイテムです。

大きな
カメリアが
ポイント！

（火・祝）
2月15日（月）〜23日
木肌感覚の不思議な風合いのバッグ。

（水）
（火）
〜16日
3月10日
古くから日本人に馴染みの深い「藍染め刺し
子生地」を現代風にアレンジしたプロダクト。

トートバッグ 各19,800円（H31×W35×D14㎝、
日本製）■定禅寺通り館2階 イベントスペース

宮城

宮城

〈大江文彦〉
2021仙台壱文手仕事展
（水）
（火）
〜16日
3月10日

トルコ印花鉢 3,300円（約23×18×6㎝）

まるでデニムのような面白いブルー。紺×
白×楽しい絵と仙台Ｂlueのこだわり提案。

■本館4階 イベントスペース

新 生 活 が は じ まる 季 節 に

春 色 で リフレ ッシュ
お子 様 の
セレモニー
シーンに 。

〈ミキハウス〉

花柄ワンピース

24,200円から

（100〜140㎝）

ジャケット

14,300円から

（110〜130㎝）

卒・入学や就職などのお祝いに。

〈ミキハウス〉セレモニースタイル

三越パールセレクション

2月17日（水）〜 3月21日（日）

（月）
（水）
〜3月31日
2月15日

アコヤパールネックレス・
イヤリングセット

同時
開催

エアー SX
マットレス
レギュラー
タイプ

ガールズブランド新生活応援SALE

参加ブランド/シャーリーテンプル、アナスイ・ミニ、
ケイト・スペードニューヨークキッズ、サンリオ他

■定禅寺通り館3階 ミキハウス・イベントスペース

143,000円
（9 97 195㎝、
日本製）
期間中、対象商品
をお買上げのお客
さまは送料無料で
お届けします。

〈東京 浅草
アートブラシ〉
かんたん毛玉
とりブラシ

4,400円

（ブラシ/毛：猪毛、
持ち手：天然木、
日本製、ブラシ
クリーナー付き）

健康敷ふとん
（水）
（火） 毛玉取りブラシ実演販売会
〜3月2日
体感フェア 2月17日
■本館6階 スリープサロン

ホワイト
デー
にも！

3月4 日（木）まで

留具に
165,000円
イニシャル刻印
（N：7.0〜7.4㎜玉、Sil E：7.5㎜玉、K18WG） をサービス
いたします。
■本館7階 宝石サロン

（火）■本館6階 リビング
3月3日（水）〜9日

金 本館 4階 婦人フロアにオープン
2 /2 6 ㊌

ジョー マローン ロンドン
（日）
2月26日（金）〜3月14日

アルビオン
（木）
発売
2月18日

熟したての洋梨のみずみずし ぷるんとジュレがまぶたに
さを白いフリージアのブーケで フィット。輝きと艶めく色
優しく包み、
アンバー、
パチョリ、 がつづくアイカラー。
ウッドで豊潤に仕上げています。
エレガンス レヨン ジュレ
イングリッシュ ペアー ＆
アイズ N 各 3,300円
フリージア セント サラウンド™ （新色8色、限定色2色）
ディフューザー13,200円
■定禅寺通り館1階
ジョー マローン ロンドン

■本館1階 アルビオン

期間限定出店

3 1月

14 日

フローレットロンドン
（水）
から
2月17日
リバティプリントの可愛い
マスクケース。内 側に抗
ウイルス加工が施された
フィルムを使用しています。
マスクケース 2,200円

（ 表側：綿100％、内側：ポリ塩化
ビニル（抗ウイルス加工）、
約11×22㎝）

■本館1階 ファッションパーツ

本館地下1階
①

〈トピィーズ〉NEWオープン

ホワイト
デー
にも！

②

上質な素材×オリジナルカラーが持ち味。着心
地を最優先に、流行にとらわれずオフタイムを
楽しむ大人の女性のカジュアルウェアをご提案。

〈カズミ〉NEWオープン
こだわりの上質素材と包み込むようなシルエット
のデザインを中心とした、かっこよさの中に女性
らしさと可愛らしさを併せ持ったウェアをご提案。

〈ストーリー〉NEWオープン
ずっと履いていたくなるような心地良さを追求し、
機能的で美しいシルエット。ご家庭で洗濯できる
ボトムブランドがデビュー。

ストレッチアンクルパンツ 15,400円 〈写真の品〉

（ポリエステル・その他繊維、ベトナム製）

プレスバターサンド

バニラの甘い香りとラム酒の
芳醇な風味で、ホワイトチョコ
レートキャラメルの美味しさ
が引き立つバターサンド。

バターサンド〈白〉

（5個入）1,350 円

■連絡通路脇特設会場

パティスリー銀座千疋屋 ふくしま逢瀬ワイナリー
なめらかで口当たりのやさ
しいフルーツクリームと香り
豊かな果肉を、香ばしい
クッキーでサンド。

会津若松市産のブドウ１００％の
スパークリングワイン。
①マスカット・ベーリーA＆
スチューベン ロゼ2020
（750㎖）2,530 円

福島産「あかつき」を使用した
桃のリキュールです。
（6個入）1,296 円
②オウセ ペシュ（350㎖）2,750円
■下りエスカレーター脇特設会場 ■ワイン売場

銀座フルーツサンド

