株主様ご優待制度のご案内
第11期 期末期（2019年6月発行）

この度は、当社の株式をご所有いただき、誠にありがとうございます。
本 年3月末日時点で当社の株主名簿にご登録され、株式を100株以上ご所有の株主様に、
「株主様ご優待カード」をご送付させていただきました。当社では、株主の皆様に「株主様
ご優待制度」を設けており、当社グループならではの各種ご優待をご用意いたしております。
つきましては、この冊子をご覧のうえ、ご利用くださいますようご案内申しあげます。

株主様ご優待カード
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1 株主様ご優待カードの主なご優待特典

●三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井をはじめグループ各店舗でのお買物や、レストラン・喫茶・イートインのご
飲食代金を10％ご優待いたします。
（ご利用限度額の範囲内）
●当社グループ会社、提携施設におけるご優待がございます。
2 株主様ご優待カードのご利用上のご注意
＊本カードのご利用は、ご本人およびそのご家族とし、他人に譲渡・売買・貸与等された場合は、無効といたします。
＊１回のお買物で２枚以上の「株主様ご優待カード」をご利用いただくことはできません。
＊本カードの追加発行・分割発行はいたしません。
＊株主様ご優待カードをご利用された店舗より、そのお買物に関してのご連絡をさしあげる場合がございます。
＊一部ご優待をご利用いただけない店舗、品目、有料催事がございます。
＊一部割引率の異なる店舗、施設がございます。
＊本優待と他の優待制度を併せてご利用いただくことはできません。
3 今回お送りした株主様ご優待カードについて

【対象株主様と有効期限】
〈対象株主様〉2019年3月31日時点の株主名簿にご登録された100株以上ご所有の株主様
〈有効期限〉 2020年7月31日まで
【ご所有株式数ごとのご利用限度額】
ご所有株式数

100株以上

300株以上
500株以上

300株未満

500株未満

1,000株未満

ご利用限度額
30万円

40万円
50万円

3,000株未満

100万円

5,000株以上 10,000株未満

200万円

1,000株以上
3,000株以上

10,000株以上

5,000株未満

150万円
300万円

備

考

①ご利用限度額は、「ご優待カード」の台紙に記載されています。カードのご利用
開始後は、お買い物レシートにてご確認ください。

②株主様ごとのご利用限度額の変更は、年1回、3月末日の基準日のご所有株式数
をもとに行われ、同年6月下旬発行のご優待カードへ反映いたします。（9月末
日の基準日時点でご所有株式数の増減があった場合でも、翌年6月下旬発行のご
優待カード発行時期まで反映されません。）
③長期保有特典がございます。P3 4 をご参照ください。
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4 長期保有特典

初めて「株主様ご優待カード」が発行された後、継続して当社の株式を保有され、3月末日の基
準日を2年連続で迎えられた時点で300株以上ご所有の株主様は、次回送付する「株主様ご優待カ
ード」より、ご利用限度額が2倍となります。
2019年
4月～9月

2019年
9月基準日

株式を
100株以上
ご購入

2019年10月～
2020年3月

2020年
3月基準日

2021年
3月基準日

株主名簿
ご登録

株主名簿
ご登録

株主名簿
ご登録
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1回目の
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この時点で300株以上ご所有
長期保有特典の対象となり、
次回（同年6月下旬頃）
お送りするご優待カードより
ご利用限度額が2倍となります。
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継続保有
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この時点で300株以上ご所有
長期保有特典の対象となり、
次回（同年6月下旬頃）
お送りするご優待カードより
ご利用限度額が2倍となります。

百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［物販・レストラン・喫茶・イートイン］
※2018年3月31日現在のご優待内容となります。

百貨店および当社グループの店舗でのお買物およびレストラン・喫茶・イートインのご飲食代金
を10％ご優待いたします。
（ご利用限度額の範囲内）

 税商品は消費税を除く金額、内税商品は消費税を含む金額がご優待の対象金額となります。
外
割引額の10円未満は切り捨てとさせていただきます。
● 
本優待はセール､ 食品のお買物にも適用いたします。
●（株）

エムアイカード発行のクレジットカード（当社指定のカード）お支払いでのお電話注文でもご利用いただけます。
● 
代金引換配送にはご利用いただけません。
● 
日本非居住者を対象とした免税を受けるお買物については、ご利用いただけません。ただし、お土産免税につきましては、ご利用いただ
けます。
● 
各店舗におけるご優待対象のレストランにつきましては、当社HP https://www.imhds.co.jp「株主の皆さまへ」→「株主様ご優待制度」
をご参照願います。
●
●

1 ご利用いただける店舗等

［ 三越 ］
日本橋本店............... 03-3241-3311 銀座店................................... 03-3562-1111 恵比寿店.......... 03-5423-1111 仙台三越......... 022-225-7111
名古屋三越栄店.... 052-252-1111 名古屋三越星ヶ丘店 052-783-1111 広島三越.......... 082-242-3111 高松三越......... 087-851-5151
松山三越..................... 089-945-3111 全国各地の小型店舗
［ 伊勢丹 ］

※伊勢丹相模原店、伊勢丹府中店は2019年9月30日をもちまして営業を終了いたします。
※イセタン羽田ストア（メンズ）ターミナル２は、羽田空港第二旅客ターミナルの改装に伴い、2019年1月28日より一時、営業を休
止させていただいております。2020年4月（予定）に同ターミナル内にてリモデルオープンいたします。

新宿本店..................... 03-3352-1111 立川店...................................
相模原店..................... 042-740-1111 府中店...................................
イセタン羽田ストア
（メンズ）
ターミナル１.............................
イセタン羽田ストア
（レディス）
ターミナル１.......................
.
.......................................................................................
イセタンサローネ
イセタンハウス.............................................................................................
［ 札幌丸井三越 ］
丸井今井札幌本店. 011-205-1151 札幌三越.............................

［ 新潟三越伊勢丹 ］

042-525-1111 アイ・プラザ東浦和................................................... 048-875-2111
042-334-1111 浦和店............... 048-834-1111 静岡伊勢丹.... 054-251-2211
03-5757-8700 イセタン羽田ストア
（メンズ）ターミナル２...... 03-6428-8800
03-5757-8780 イセタン セントレア ストア.............................. 0569-47-5806
03-6434-7975 イセタンサローネ メンズ...................................... 03-6206-3190
052-224-2222 イセタンアウトレットストア各店 エムアイプラザ各店

［ 函館丸井今井 ］

011-271-3311 丸井今井函館店.... 0138-32-1151

※新潟三越は、2020年3月22日をもちまして営業を終了いたします。

新潟三越.................... 025-227-1111 新潟伊勢丹........................ 025-242-1111

［ 岩田屋三越 ］
福岡三越.......... 092-724-3111
岩田屋本店............... 092-721-1111 岩田屋久留米店............. 0942-35-7111 岩田屋サロン各店
ラシック福岡天神
（福岡三越地下1階）
［ ジェイアール西日本伊勢丹 ］
ジェイアール京都伊勢丹.................. 075-352-1111
ルクア大阪内 イセタン各ショップ 06-6151-1111（ルクア大代表）   ＊LUCUAメンバーズカードとは併用できません。

［ご利用いただけない店舗等］
●
●
●

ラ
 シック（名古屋）
、新宿アルタ、池袋サンシャインシティアルタ、原宿アルタ、新潟アルタ、ミーツ国分寺
イ
 セタン ミラー（コスメ小型店舗） ● 伊勢丹の海外店及び新光三越
（台湾）
オーランド三越 ● フード＆タイムイセタンヨコハマ ● アナスイ（直営店・アウトレット）
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百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［物販・レストラン・喫茶・イートイン］

1

※2019年3月31日現在のご優待内容となります。
※2018年10月31日現在のご優待内容となります。

2 ご利用いただけるお支払い方法

以下のお支払い方法で100円（消費税を除く）以上のお買物に適用いたします。
●  現金
●  三越、伊勢丹、岩田屋、丸井今井発行の商品券
●  全国百貨店共通商品券
●  商品お取替券
●  
（株）エムアイカード発行のカード（当社指定のカード）

百貨店ギフトカード

●  

ご利用いただける主な
（株）エムアイカード発行のカード
MICARD+

三越 M CARD

MICARD

MICARD+ GOLD

JR MICARD+

JR MICARD+ GOLD MICARD+ PLATINUM

三越 M CARD GOLD 三越お帳場CARD 伊勢丹アイカード 伊勢丹アイカードゴールド 伊勢丹お得意様アイカード

MICARD GOLD お帳場/お得意様カード

JR MICARD

JR MICARD GOLD お得意様 JR MICARD

※上記カードと株主様ご優待カードを併用してお支払いの場合、年間お買いあげ額の対象となりますが、エムアイポイントの付
与・ご利用については対象外となります。
※アメリカン・エキスプレスⓇ付きの上記一般カード、ゴールドカードまた、CS MICARD、野村不動産グループカスタマークラ
ブゴールドカード、レクサス東京 エムアイカード プラス プラチナもご利用いただけます。
※このほかにも、ご利用いただけるカード（当社指定のカード）がございますので、詳しくは店頭にてお尋ねください。
＜（株）エムアイカードが三越伊勢丹グループ百貨店以外で独自に発行するカード＞

エムアイカード

エムアイカード ゴールド ラシック エムアイカード ミーツ エムアイカード 福岡ソフトバンクホークス エムアイカード

※上記カードと株主様ご優待カードを併用してお支払いの場合、エムアイポイントの付与・ご利用については対象外となります。

三越・伊勢丹の首都圏店舗のみで
ご利用いただけるカード
三越伊勢丹法人カード

［ ご利用いただけないお支払い方法 ］

他社発行クレジットカード ●  デビットカード ●  エムアイポイント ●  自治体等発行のプレミアム商品券
他社発行ギフトカード ●  イセタンクローバーサークルお買物券 ●  三越友の会お買物カード ●  岩田屋友の会お買物券
●  エムアイ友の会お買物カード
等
※このほかにも、ご利用いただけないカード等がございますので、詳しくは店頭にてお尋ねください。
●  
●  
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※2018年3月31日現在のご優待内容となります。

3 適用除外品目等

［ 適用除外品目 ］
商品券

百貨店ギフトカード

●  

メジャーメイド仕立券
地金

地金型金貨

●  

ゲーム機本体

●  

時計電池交換

●  

●  
●  

オーダーメイド仕立券

●  

●  

●  

プラチナ貨

地金相場連動商品

●  

楽器

オーダーシャツ仕立券

●  

ギフト券類（ビール券、図書カード、お米券、アイスクリーム券他）

●  
●  

全国百貨店共通商品券

●  

ゴルフ会員権

●  

書籍

●  

●  

住宅リフォームおよびその関連する機器と工事費

●  

レンタル介護用品

ウォータークリーニング

●  

花キューピット

屋上諸施設

●  

旅行代金

音楽ソフト、映像ソフト

配送料

修理、加工料

●  

ティースアート

●  

●  

イベント参加費

●  

●  

駐車料金

●  

受講料（ゴルフスクール、オトマナ、三越カルチャーサロン等）

●  

●  

レンタルサイクルおよびその保証金

システム料（選べるギフト）

●  

●  

葉巻

●  

●  

●  

クリニック

●  

チケット販売

●  

お年玉袋、お楽しみ袋等の福袋

歯科室

●  

煙草

●  

自転車防犯登録

●  

定期宅配事業（イセタンドア）

●  

その他特に指定したもの

●  

［ 適用除外ブランド ］
ルイ･ヴィトン

●  

ブルガリ（フレグランスを除く）

●  

ティファニー（フレグランスを除く）

●  

ウェレンドルフ

俄（ブライダル商品）

●  

ロレックス

●  

ベルルッティ

●  

●  

フォクシー

カルティエ

●  

●  

アディアム

●  

ディオール ジュエリー（一品150万円未満）

●  

エルメス

●  

パテック フィリップ

●  

シャネル（化粧品を除く）

●  

ライカ

●  

チューダー

●  

デルヴォー 等

●  

※適用除外品目・ブランドについては、予告なく変更させていただく場合もございますので、詳しくは店頭にて係員に
お尋ねください。
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百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［物販・レストラン・喫茶・イートイン］

※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

2

百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［サービス・施設等］

百貨店および当社グループ各店でのサービス・施設等のご利用代金を
ご優待いたします。
割引額は10円未満を切り捨てとさせていただきます。

●  

1 ご利用いただけるサービス・施設等
サービス・施設等

ご優待内容

三越劇場（三越日本橋本店）、理容室、美容室、貸衣裳、写真室、 10%ご優待いたします。
エステティック･ネイルサロン等、クリーニング、洗車コーナー （※新潟伊勢丹・新潟三越貸衣裳は5％ご優待となり
ます。）
（伊勢丹新宿本店）
百貨店の
各店舗

海外店舗
・その他

文化展・美術展等の有料催事（三越・伊勢丹・岩田屋）

一部を無料でご鑑賞いただけます｡

駐車場

お買物による駐車場無料サービスを1時間延長いたし
ます。

ローマ三越、花園飯店（上海）三越

10%ご優待いたします。

伊勢丹会館（レストラン･喫茶・美容室）

5%ご優待いたします。

各店舗におけるご優待対象のサービス・施設は当社HP https://www.imhds.co.jp「株主の皆さまへ」→「株主様ご優待制度」をご参
照願います。

[ ご利用いただけないサービス・施設等 ］
ウォータークリーニング

●  

ジェイアール京都伊勢丹７階隣接の美術館「えき」KYOTO

●  

2 ご利用いただけるお支払い方法

百貨店の各店舗は以下のお支払い方法で100円（消費税を除く）以上のお買物、ご利用に適用いたします。
●  現金
●  三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井発行の商品券
●  全国百貨店共通商品券
●  百貨店ギフトカード

商品お取替券

●  

［ ご利用いただけないお支払い方法 ］
（株）エムアイカード発行クレジットカード ●  エムアイポイント ●  三越友の会お買物カード
他社発行クレジットカード ●  エムアイ友の会お買物カード ●  イセタンクローバーサークルお買物券
●  他社発行商品券
●  岩田屋友の会お買物券
●  自治体等発行のプレミアム商品券
等
※その他、店舗・施設によりお支払い方法が異なる場合がございます。
●

●  

3 ご利用に関するその他のご留意事項
文化展・美術展等の有料催事には、ご本人様およびご同伴者１名様が無料でご入場いただけます。
本優待は各店舗が企画する通信販売、代金引換配送にはご利用いただけません。
●   本優待は一部にご優待が適用できない催事、施設、駐車場、ショップ、ブランド、品目、サービス等がございます。また、他の優待
とあわせてご利用いただくことはできません。
●  ご優待の詳細につきましては、各店舗にお問い合わせください。
●  三越劇場の適用除外公演につきましては、下記へお問い合わせください。
●  
●  

【お問合せ】三越劇場

【受付時間】午前10時30分～午後6時30分

フリーダイヤル 0120-03-9354
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※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

以下の三越海外各店については10％ご優待とさせていただきます。
ローマ三越、花園飯店（上海）三越

※ローマ三越では、現金、三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井発行の商品券、全国百貨店共通商品券でのお支払いに適用いたします。
※花園飯店（上海）三越では、現金でのお支払いのみに適用いたします。商品券はご利用いただけません。

伊勢丹会館 	�������

03-3352-8711

伊勢丹会館のレストラン・喫茶・美容室のご利用代金を５％ご優待とさせていただきます。
お支払いは、現金、三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井発行の商品券、全国百貨店共通商品券に限らせていただきます。（百貨店ギフトカード等に
つきましては、伊勢丹会館ではご利用いただけません。）
※伊勢丹会館でのお支払い方法は、他のご提示でのご優待のお支払い方法と異なります。
※伊勢丹会館内の「イセタン ビューティパーク2」につきましては、10％ご優待とさせていただきます。

レストラン

八丁味處 串の坊（８階）.................................................................................
風流うどん・そば料理 歌行燈（８階）...................................................
タブラオ・フラメンコ GARLOCHÍ（ガルロチ）（６階）.........
四季の旬菜料理 AＥN（あえん）（4階）...............................................
洋食屋 グリル満天星（4階）........................................................................
タイ屋台料理 チャンパー（4階）..............................................................
喫茶

すし 築地寿司清（3階）................................................................................
八丁味處 串の坊別室（3階）......................................................................
天ぷら 銀座 ハゲ天（3階）.........................................................................
広島郷土料理 安芸路酔心（地下1階）.....................................................
広島郷土料理 和楽（安芸路酔心 別室）（地下1階）........................

03-3356-3865
03-3341-1116
03-5361-6125
03-5368-3378
03-3355-3621
03-5269-4376

北海道の老舗カフェ 函館 美鈴珈琲（1階）......................................... 03-3354-7226
美容室

03-5366-8830
03-3354-2403
03-3352-0325
03-3352-8721
03-3352-8721

ワイン・パスタ・デザート Laranje CAFÉ（ラランジェ カフェ）（1階）... 03-3354-7317

ヘア＆エステティック スナバサロン（５階）......................................................................................................
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美容室

03-3356-2731

エステティック

03-3356-2734

百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［サービス・施設等］

三越海外店舗

百貨店各店での、お買物による駐車場無料サービスが1時間延長となります。
【ご利用方法】
●  
株主様ご優待カードを（ ）内の案内所等でご提示ください。
●  
ご利用は、1回につき1台に限らせていただきます。
●  
他の駐車場優待サービスと併用はできません。
●  駐車料金が無料となるお買上額は店舗により異なります。

〈ご優待対象の駐車場〉※下記の駐車場以外ではご利用いただけません。
静岡伊勢丹……… YS静岡呉服町ビルパーキング、佐乃春パーキング、タケダパー

三 越

キング、呉服町タワーパーキング
（いずれも本館1階サービスカウンター）

日本橋本店……… 三越パーキングビル自走式・機械式駐車場、三越SDビル駐車場
（いずれも各駐車場精算所）

札幌丸井三越

銀座店…………… 銀座4丁目公共駐車場（地下4階 駐車場精算所）

西銀座駐車場（地下1階 地下鉄口案内所）
恵比寿店………… 恵比寿ガーデンプレイス駐車場
（地下2階フードステーション、1階ファッションパーツ、1階イ
ンフォメーション、1階エビス スタイル ビューティ セレクト）
※各カウンターで必ず「株主様ご優待カード」
「
、YGP駐車券」
「
、お
買い上げレシート」のご提示をお願いいたします。
仙台三越………… 三越本館パーキング、三越定禅寺通り館パーキング〔旧141パ
ーキング〕
（いずれも各駐車場料金所）
名古屋三越栄店… 栄三丁目ビル駐車場〔ラシック地下〕、武平通パーキング
（栄店1階・地下1階各案内所、ラシック1階各インフォメーション）
名古屋三越星ヶ丘店… 星が丘駐車場、第２星が丘駐車場、第３星が丘駐車場
（いずれも1階案内所）
広島三越………… 三越前パーキング
（1階案内所）
高松三越………… 三越の自営駐車場および契約駐車場
（いずれも本・新館1階インフォメーション）
松山三越………… 三越本館駐車場（同駐車場精算口）、グリーンパーキング、玉
川パーキング、フラワーパーキング、お城下パーキング２番
町、アイ・パーキング松山二番町
（いずれも1階アトリウムコート案内所）

丸井今井札幌本店…まるいパーキングA・B

（大通館1階・地下2階、一条館1階の各案内所）

札幌三越………… 札幌一銀ビル三越駐車場
（同駐車場７階受付）

函館丸井今井
まるい専用パーキング（駐車場受付）

新潟三越伊勢丹
新潟三越………… ※新潟三越は、2020年3月22日をもちまして営業を終了いた
します。
三越駐車場
（1階ライオン口案内所・お買上品一時お預かり所）
新潟伊勢丹……… 万代シテイ第1駐車場、万代シテイ第2駐車場
（いずれも本館1階または２階インフォメーションカウンター）

岩田屋三越

伊 勢 丹

岩田屋本店……… きらめき通り駐車場、ソラリアターミナル駐車場
（店内各案内所）

新宿本店………… 本館パーキング、パークシティイセタン1駐車場

岩田屋久留米店… ニューウエダ有料駐車場

立川店…………… 伊勢丹地下駐車場、パークアベニュー駐車場

福岡三越………… ソラリアターミナル駐車場、きらめき通り駐車場

（いずれも各駐車場精算所）

（1階案内所）

（いずれも店頭にてお申し出ください。
）

（店内各案内所）

浦和店…………… コルソ・伊勢丹パーキング、高砂パークスペース、浦和パーキ

ングセンター、NPC浦和駅前パーキング、寿屋駐車場、市営
浦和駅東口駐車場、浦和中央パーキング、イールパーキング、
テスタパーキング、アイ・プラザ東浦和
（いずれも店頭にてお申し出ください。
）
相模原店………… ※伊勢丹相模原店は、2019年9月30日をもちまして営業を終
了いたします。
伊勢丹地下駐車場
（2階インフォメーションカウンター、地階食料品サービスカウンター）
府中店…………… ※伊勢丹府中店は、2019年9月30日をもちまして営業を終了
いたします。
府中駅南口市営駐車場
（店頭にてお申し出ください。
）
※タイムズ大國魂神社駐車場のサービスは2018年3月31日を
もちまして終了しております。

ジェイアール西日本伊勢丹
京都駅ビル駐車場
ジェイアール
京都伊勢丹………（各階駐車場サービス承りカウンター）

イセタン各ショップ」では株主様ご優待カードご提示での駐車サー
「ルクア大阪内

ビスはございません。
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※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

当社グループ各社・提携施設におけるご優待内容
クイーンズ伊勢丹

クイーンズ伊勢丹各店でのお買物が5％ご優待となります。
1 ご利用いただける店舗
笹塚店

03-3485-1251

新高円寺店

東京都杉並区梅里1-7-7  新高円寺ツインビル

03-3318-9900

仙川店

東京都調布市仙川町1-48-5

03-5384-3511

小石川店

東京都文京区小石川1-17-1  エルアージュ小石川

03-5840-6231

目白店

東京都豊島区目白2-39-1  トラッド目白

国分寺店

東京都国分寺市本町3-1-1 ミーツ国分寺1階 042-401-0639

北浦和店

埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-7-1
北浦和ターミナルビル

048-823-3866

本八幡店

千葉県市川市八幡2-17-1  シャポー本八幡

047-302-8070

石神井公園店 東京都練馬区石神井町2-14-1  ピアレス石神井公園 03-5910-2291

横浜店

品川店
東京都港区港南2-18-1  アトレ品川
03-6717-6262
※アトレ品川FOOD&TIME ISETANにて株主様ご優待カードがご利用い
ただけるのはクイーンズ伊勢丹のみとなります。

藤沢店

杉並桃井店

東京都杉並区桃井3-5-1

03-5303-7811

白金高輪店

東京都港区白金1-17-2  白金アエルシティ

03-5791-2181

武蔵境店

東京都武蔵野市境南町2-1-28  nonowa武蔵境

0422-50-3201

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1
「相鉄ジョイナス」地下1階
神奈川県藤沢市藤沢438-1  ルミネ藤沢

03-5960-5411

045-290-5110
0466-29-5311

クイーンズ伊勢丹 東京都府中市宮町1-41-2  伊勢丹府中店
042-334-1198
グランデ府中店
※一部ご優待が異なります。詳しくは店舗係員にお尋ねください。
※クイーンズ伊勢丹グランデ府中店は2019年9月30日をもちまして営業
を終了いたします。
三鷹店

東京都三鷹市下連雀3-46-1
JR中央線三鷹駅構内アトレヴィ三鷹

0422-50-1501

2 ご利用いただけるお支払い方法
クイーンズ伊勢丹の各店舗は以下のお支払い方法で100円（消費税を除く）以上のお買い物に適用いたします。
●  現金
●  三越・伊勢丹・岩田屋・丸井今井発行の商品券
●  クイーンズ伊勢丹カードポイント
※横浜店、国分寺店のみ全国百貨店共通商品券をご利用いただけます。

3 ご利用に関するその他のご留意事項
上記以外のお支払い方法（エムアイカード、百貨店ギフトカード、全国百貨店共通商品券など）はご利用いただけません。
他の優待制度（ポイントアップサービス等）とあわせてのご利用はできません。
●  	割引除外品目：
煙草、ゴミ袋、ゴミ処理券、ギフト券（ビール券等）、テナントショップの商品、クリーニング、駐車料金、配送料、
箱代（その他特に指定させていただく場合もございます）
●  

●  
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当社グループ各社・提携施設におけるご優待内容

東京都渋谷区笹塚1-48-14
笹塚ショッピングモール21

三越伊勢丹グループオンラインストア

三越伊勢丹グループの各オンラインストアでのお買物が10％ご優待となります。
（ご利用限度額の範囲内）
●伊勢丹オンラインストア ●三越オンラインストア
●三越伊勢丹のラグジュアリーオンラインストア
●丸井今井オンラインストア ●岩田屋三越オンラインストア
●化粧品オンラインストア［meeco（ミーコ）］

裏面
●●●
こちらの番号を入力してください

【ご利用方法】
※オンラインストアでのお買物にはWEB会員登録が必要です。
⃝
（株）エムアイカード発行のカードでお支払いいただく場合のみ、ショッピングカートの「お支払方法の設定画面」で「株主様ご優待カード」の
15桁の番号とカード裏面に記載されている「セキュリティコード」の3桁の番号を入力することで、10％のご優待が適用されます。
⃝一部ご利用いただけない商品、サービス等がございますのでご了承ください。
⃝決済時に株主優待の入力画面が表示されないものはご優待の対象外となります。
⃝エムアイポイントは「株主様ご優待カード」ご使用時のお支払いにはご利用いただけません。また、年間のお買い上げ額の加算対象とはなりま
すが、エムアイポイントの付与対象とはなりません。
【オンラインストア利用時のサービスについて】
⃝WEB会員は年会費無料です。
⃝お届け日の日時指定、時間帯指定も可能です。
（一部商品、丸井今井オンラインストア、岩田屋三越オンラインストア、三越伊勢丹のラグジュア
リーオンラインストアを除く。また、一部商品は店頭でのお受け取りも可能です。
）
⃝ご用途に合わせたのし紙や、名入れのご指定、メッセージカードや手付袋をお付けする等のご指定も可能です。
（一部商品、三越伊勢丹のラグジュ
アリーオンラインストアを除く）

三越伊勢丹グループオンラインストアのご紹介

伊勢丹オンラインストア

URL：ｗｗｗ.isetan.co.jp

毎日が新しいファッションの伊勢丹をオンラインでも。ファッションやリビング、食品など、気
軽にお買い物をお楽しみいただけます。伊勢丹オンラインストア限定の商品や、店舗と連動した
期間限定の催し物もございます。
配送料は全国一律料金（注）となります。（ただし、一部商品・ジェイアール京都伊勢丹オンライ
ンストアを除きます）
［お問い合わせ先］

フリーダイヤル：0120-102-102（午前10時～午後6時/店舗休業日を除く）
メール：伊勢丹オンラインストアの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

（注）小物配送324円、ハンガー配送540円、大物配送1,080円、冷蔵便・冷凍便540円

三越オンラインストア

伊勢丹オンラインストアトップページ
※画像はイメージです。

URL：www.mitsukoshi.co.jp

暮らしに「美」と「彩り」を添えるアート作品の数々をご紹介する「三越美術空間」や、三越独自
の味覚と感性で厳選した全国の銘菓をお届けする「菓遊庵」など、文化や季節を大切にする三越な
らではのオンラインストアです。限定商品や、店舗と連動した期間限定の催し物もございます。
配送料は全国一律料金（注）となります。
［お問い合わせ先］

フリーダイヤル：0120-102-102（午前10時～午後6時/店舗休業日を除く）
メール：三越オンラインストアの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

（注）小物配送324円、ハンガー配送540円、大物配送1,080円、冷蔵便・冷凍便540円
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三越オンラインストアトップページ
※画像はイメージです。

※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

三越伊勢丹のラグジュアリーオンラインストア
URL：https://norennoren.jp

「ラグジュアリー」をコンセプトに三越伊勢丹ならではの最旬の商品ラインナップをご紹介してお
ります。世界を代表するハイブランドから三越伊勢丹バイヤー厳選の逸品まで、上質な最旬アイ
テムをご提案いたします。
配送料は一部の除外品を除き、全国送料無料です。

フリーダイヤル：0120-241-331（午前10時～午後6時/三越伊勢丹休業日を除く）
メール：ISETAN MITSUKOSHI LUXURYの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

丸井今井オンラインストア

URL：https://maruiimai.mistore.jp

ギフトはもちろん、北の大地ならではの農産物・海産品・畜産品をお取扱いする「北海道どさん
こプラザ」から、魅力的な商品の数々をご紹介しております。
配送料は商品・お届けの地域によって異なります。

［お問い合わせ先］

通話料無料ダイヤル：0120-910-054（午前10時30分～午後5時30分/店舗休業日を除く）
メール：丸井今井オンラインストアの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

丸井今井オンラインストアトップページ
※画像はイメージです。

岩田屋三越オンラインストア

URL：https://iwataya-mitsukoshi.mistore.jp

九州の自然で育った新鮮な野菜や果物、九州ならではの銘酒、銘菓が揃うオンラインストアで
す。博多辛子めんたいこの種類も豊富です。
配送料は商品・お届けの地域によって異なります。

［お問い合わせ先］

フリーダイヤル：0120-830-850（午前10時～午後6時/日曜・祝日・店舗休業日を除く）
メール：岩田屋三越オンラインストアの「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

化粧品オンラインストア

meeco（ミーコ）URL：https://meeco.mistore.jp

meecoは、“Meet cosmetics, Meet new me.”という意味を込めた化粧品専門サイトです。
「日本最大級の品揃え」「お客さまの欲しい商品が見つかる情報とコンテンツ」「利便性」の3つを
兼ね備え、限定商品をはじめ幅広い商品アイテムを豊富な情報、コンテンツとともに提案しています。
配送料金は1会計2,700（税込）円以上で日本全国送料無料となります。
［お問い合わせ先］

フリーダイヤル：0120-102-102（午前10時～午後6時/店舗休業日を除く）
メール：化粧品オンラインストアmeeco（ミーコ）の「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
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岩田屋三越オンラインストアトップページ
※画像はイメージです。

当社グループ各社・提携施設におけるご優待内容

［お問い合わせ先］

三越伊勢丹ニッコウトラベル

プレミアムクルーザー 株主様ご優待ツアー
当社指定のツアーをご優待価格でご利用いただけます。
三越伊勢丹のフラッグシップ プレミアムクルーザーで行く国内旅行

大型バスに僅か10座席 プレミアムクルーザー
通常の大型バス（45席）と同じ空間に僅か10席のみが配置された
三越伊勢丹ニッコウトラベルのオリジナルバス。1列2席のみを配
置した皮張りの大型リクライニングシートは飛行機のビジネスクラ
スのよう。座席上部の棚をなくし、窓を大きくとっていますので、
車窓からの景色も存分にお楽しみいただきます。後方には化粧台付
きトイレも完備しています。

2019年9月出発のプレミアムクルーザーの旅を宿泊コースに限り、旅行代金より5％優待
・ご優待はおひとりさま1コースのみとさせていただきます。＊満席等の理由によりお受けできないコースもございます。
詳細はパンフレットをご請求ください。

ヨーロッパのリバークルーズ客船セレナーデ号 株主様ご優待ツアー
当社指定のツアーがご優待価格（70,000円引き）にてご利用いただけます。
欧州を全室浴槽・温水洗浄トイレ付の客船でゆっくり巡る旅

日本人仕様の客船セレナーデ号
ヨーロッパでは初となる全室に浴槽を備えたセレナーデ号は、当社の
お客さま専用客船として、日本人仕様に設えた客船です。日本語テレ
ビ放送の受信や温水洗浄トイレも設置し、ドナウ河やライン河といっ
たヨーロッパを代表する大河の船旅を快適にお過ごしいただけます。

2019年9月／11月

通常価格より70,000円引き

●9/26（木）発 ドナウ河の船旅11日間 成田（羽田）
・関空発着
通常価格（628,000円～698,000円）より70,000円引き
●11/11（月）発 ライン河、モーゼル河の船旅12日間 成田（羽田）
・
関空発着
通常価格（628,000円～698,000円）より70,000円引き
添乗員同行、全観光・全食事付

お申込み
お問い合わせ

東京本社

・詳細はパンフレットをご請求ください。
・優待価格によるご家族さまの同行は株主様を含め4名さままでと
なります。
・
「株主様ご優待カード」15桁のカード番号をお申し出ください。
＊満席等の理由によりお受けできない場合がございます。

プレミアムクルーザーご優待 〈国内旅行窓口〉03（3274）5272
セレナーデ号ご優待 〈海外旅行窓口〉03（3276）0111
月～金曜 午前9時30分～午後6時／土・日・祝休み
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※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

入館料がご優待価格となります。

三井記念美術館

【ご利用方法】

ご入館の際に「株主様ご優待カード」をご提示ください。
館蔵品の展覧会については、一般料金1,000円→800円、特別展は一般料金1,300円→1,000円とさせて
いただきます。
（いずれもご本人１名さまのみ）
開催中の展覧会の入館料については、下記ハローダイヤルでお問い合わせください。
三井本館７階

日本や東洋の優れた美術品から成る収蔵品は約4,000点、切手
類約13万点で、このうち「志野茶碗 銘 卯花墻」、
「円山応挙筆
雪松図屏風」など国宝６点のほか、重要文化財75点、重要美
術品４点を数えます。
（常設展はございません。
）

TEL 03-5777-8600（ハローダイヤル）
［開館時間］ 10：00～17：00
※入館は16：30まで
※展覧会により夜間開館あり

［休  館  日］ 月
 曜日  
（祝日の場合、翌平日）
その他展示替休館、臨時休館がございます。

館内展示室

ホテル

ホテル指定のご宿泊代金・お食事代金がご優待価格となります。

【ご利用方法】
宿泊およびお食事のお申込みは各ホテルのご予約センターにて承ります。
お申込みの際、
「株主様ご優待カード」の15桁のカード番号をお申し出ください。なお、ホテルにより、

ご優待率、ご優待対象となるお部屋が異なります。また、優待除外期間もございますので、詳しくは
各ホテルにお問い合わせください。
グランドニッコー東京 台場

ヨコハマグランド インターコンチネンタルホテル

■ ホテル直営レストランでのご利用総額より

宿泊料金：ベストフレキシブルレートより、
10％割引となります。
お食事：対象レストランにて、お食事代金
が10％割引となります。
対象レストラン
オーシャンテラス（オールディダイニン
グ）、アジュール（フランス料理）
、ラヴェ
ラ（イタリア料理）、カリュウ（中国料理）
、
マリンブルー（ラウンジ・バー）

10％割引となります。

ご優待期間：2020年6月30日まで

こちらの番号をお伝えください

対象店舗
・The Grill on 30th
・The Bar & Lounge
・鉄板焼 浜木綿
・広東料理 台場 楼蘭
・The Lobby Cafe
・GARDEN DINING
・広東料理 銀座 楼蘭（ホテル外店舗）

ご予約・お問い合わせ先
TEL 03-5500-6711（代表） ※ご利用の際はご優待カードをご提示ください。

ご予約・お問い合わせ先
TEL 045-223-2222（代表）

※他のご優待との併用は出来ません。

※除外日：12/22～25、12/31～1/3
イベント開催日（レストラ
ンへお尋ねください）

※他の特典や割引との併用は出来ません。

ホテル ニューオータニ東京
ザ・メイン スタンダードルーム、デラックスルームおよび
ガーデンタワー スタンダードルームのご優待がございます。

ご予約・お問い合わせ先
TEL 03-3234-5678

14

当社グループ各社・提携施設におけるご優待内容

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

三井記念美術館

三井記念美術館外観

［ お問合せ先］ 株式会社三越伊勢丹ホールディングス グループ総務部
株主様専用ダイヤル 0120−230−051
（受付時間 10：00～18：00 木曜日・日曜日・12月31日・１月１日を除く）
ホームページアドレス

https://www.imhds.co.jp

