※2019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店舗のレストラン・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）
●

お支払い方法は4ページの2と同様です。

〈ご優待対象のレストラン・喫茶・イートイン〉
三 越
日本橋本店� 03-3241-3311
レストラン
特別食堂 日本橋（本館7階）
ランドマーク（新館5階）
グリル満天星 麻布十番
（新館9階）
なだ万（新館10階）
日本橋紫苑（新館10階）
代官山 ASO チェレステ
（新館10階）
喫茶
ジュリスティールームス
（本館地下1階）
日本橋 和の茶 伊藤園
（本館地下1階）
ヨックモック おためしカフェ
（本館地下1階）
カフェ ウィーン（本館2階）
四季茶寮 えど（本館4階）
榮太樓 雪月花（本館6階）
フォートナム・アンド・メイソン
（新館地下2階）
クラブハリエ（新館地下2階）
宮越屋珈琲（新館4階）
イートイン
いづもや（本館地下1階）
紅はし（本館地下1階）

てんぷら山の上
（本館地下1階）
フードコレクション イートイン
（本館地下1階）
たいめいけん（新館地下1階）
広味坊（新館地下1階）
築地 薮そば（新館地下1階）
イータリー（新館地下1階）
韓美膳（新館地下1階）
サン・フルーツジューススタンド
（本館地下1階）
ラ・クレドール
テイクアウトコーナー
（本館地下1階）
宮越屋珈琲
テイクアウトコーナー
（新館地下2階）

韓国料理
銀座 美菜莉（ミナリ）
とんかつ
和心とんかつ あんず 銀座店
日本蕎麦
石臼挽き蕎麦 箱根暁庵
江戸前寿司 築地青空三代目
手打うどん
高級だし手打うどん 長徳
お好み焼き・鉄板焼き
神戸・六甲道 ぎゅんた
鰻 ひつまぶし 備長
レストラン
（12階ギンザダイニング）

みのりカフェ
喫茶
ラデュレ サロン・ド・テ（2階）
タリーズコーヒー コミュ（3階）
ボン ボヌール（4階）
丸福珈琲店 ザ・パーラー
（6階）
イートイン（地下２階）
築地寿司岩
キーコーヒー
サン・フルーツ
スノーラ
ドゥバイヨル

すき焼き・しゃぶしゃぶ・オイル焼
恵比寿店 �� 03-5423-1111
モリタ屋
寿司・割烹
喫茶
築地寿司清 すし割烹 松ふじ
エビススイーツクラブ“バイミー”
03-3562-1111
銀座店
中国四川料理
（地下2階）
中國菜 老四川 飄香（ピャオシャン） クラビス（地下2階）
レストラン
天ぷら
（11階ギンザダイニング）
ビーテラス（地下1階）
銀座 天一
スペイン料理
宮越屋珈琲（地下1階）
鉄板焼ステーキ
銀座びいどろ
サンマルクカフェ（２階）
鉄板焼ステーキレストラン 碧
イタリア料理
イートイン（地下２階）
イタリアーナ・ターヴォラ ドォーロ 焼肉
番手十番
焼肉
銀座十石
西洋料理
カジュアルフレンチ
西洋料理 三笠會館 GINZA
スワガット
カフェ ノワゼット
1925
築地 藪そば
中国料理
フォー麺
ニャーヴェトナム
レストラン・喫茶
桃谷樓
未来日本酒店
（9階銀座テラス）
みのる食堂
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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［レストラン・喫茶・イートイン］

百貨店および当社グループの店舗におけるご優待対象のレストラン・喫茶・イートイン

馬事公苑店� 03-3426-3221
喫茶
ロイスダール

名古屋三越栄店

T.Cカフェ（7階）

シアトルズベストコーヒー＆
ダイニング
（高松丸亀町壱番街駐車場1階）

��
082-242-3111
広島三越

052-252-1111

レストラン（9階）
東洋軒
とんかついちばん
和花亭
TenZan

レストラン

イートイン

フルーツカフェ ハナフル
（本館地下1階）
料亭 即今（本館地下１階）
喫茶
レストラン
フォートナム・アンド・メイソン 召し上り処 すし遊洛
ランドマーク（本館８階）
喫茶
（新館地下1階）
（地下１階）
ア・ラ・カンパーニュ（地下1階）
喫茶
結の庵（6階）
銀座トリコロール（本館1階） 和・かふぇ いまい（地下1階）
松山三越 �� 089-945-3111
フォートナム・アンド・メイソン イートイン
カフェ ウィーン（本館3階）
（地下１階）
レストラン
AJIKURA（地下1階）
グライス アインツ
JPH
バー・ア・ショコラ
うえの（地下1階）
（本館地下1階）
サロンレストラン（8階）
（地下1階）
たこつぼ（地下1階）
ジャン＝ポール・エヴァン
喫茶
THE FLOWER TABLE（3階） 鮨 栁がわ（地下1階）
（本館地下1階）
ハマヤカフェ（地下1階）
ティフィン（4階）
ダブルトール カフェ デュ リュクス
築地藪そば（地下1階）
キーコーヒー（地下1階）
丸福珈琲店（8階）
（定禅寺通り館１階）
茶寮 by TAGASIRA
サロン・ド・テ アンジェリーナ
（地下1階）
イートイン（地下1階）
イートイン
（地下1階）
ベーカリーカフェ ジョアン
（定禅寺通り館地下1階）
匠 TAKUＭI
カフェ・コムサ（2階）
（地下1階）
青葉亭
OSUYA GINZA
ワインテイスティング
イートイン
すし遊洛
（地下1階）
鮨 小椋（地下１階）
つな八
名古屋三越星ヶ丘店
タマルカフェ（1階）
�������� 052-783-1111
鶏三和
スパゲッチパーラーマルハチ
伊 勢 丹
レストラン（8階）
高松三越 �� 087-851-5151
仙台三越 �� 022-225-7111

ランドマーク（8階）

うなぎの宮田
きしめん亭
天山
ランドマーク

レストラン
ランドマーク（本館6階）
喫茶

新宿本店 �� 03-3352-1111
レストラン
（本館7階イートパラダイス）

カフェ・パームス（本館地下1階） 江戸前寿司 鮨 魯山
とんかつ和幸 匠庵
カフェ ウィーン（本館3階）
ドン・リカルディーナ（1階）
天ぷら 銀座天一
アフタヌーンティー・ティー
日本そば おらがそば信州
ルーム（2階）
甘味と日本料理 茶屋 青柳
カフェ・コムサ（3階）
喫茶
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※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

レストラン（本店周辺）

HATAKE CAFÉ
（本館地下2階）
虎屋菓寮（本館地下1階）
JPH バー・ア・ショコラ
（本館地下1階）
ザ スタンド（本館2階）
レディ フォア ザ ウィークエ
ンドバー ウィズ スカイハイ
（本館2階）

夢こがね
鶏三和
鮨 魯山
アンデルセン
ジュースバー
プレミアム マリオジェラテリア

キッチンステージ
プレミアム マリオジェラテリア
浦和店 ��� 048-834-1111
和酒 おもてなし カウンター
ワイン テイスティング カウンター レストラン
洋酒 テイスティング カウンター （7階イートパラダイス）

鮨 魯山
とんかつ 和幸
天ぷら 銀座天一
韓国料理
美菜莉（ミナリ）
日本そば 総本家 更科堀井
風流日本料理 歌行燈
イタリア料理 キハチイタリアン
カフェ洋食バー 西櫻亭
中国名菜 銀座アスター遊彩
カジュアルレストラン
イセタンダイニング

レストラン

スターバックス コーヒー（1階） （浦和アイプラス1）
マーケットレストラン AGIO
（1階）
メゾンカイザー（1階）
アフタヌーンティー・ティー
喫茶
ルーム（3階）
アフタヌーンティー・ティー
カフェコムサ（4階）
ルーム（3階）
イートイン（地下1階）
サロン・ド・テ シェ松尾（4階）

イートイン（本館地下1階）

イタリアレストラン トラットリア・
ターボロ・ディ・フィオーリ
（本館パーキングビル1階）
042-525-1111
立川店
イタリアレストラン 伊太利亜
市場「BAR」
レストラン
（パークシティ3・2階）
（8階イートパラダイス）
喫茶

喫茶

ビストロカフェ レディース
アンド ジェントルメン
（本館3階）
ローズベーカリー（本館3階）
ル サロン ジャック・ボリー
（本館4階）
カフェ賚果（本館５階）
ラッテ チャノママ（本館６階）
ハッピーホームキッチン
（本館６階）
カフェ リジーグ
（メンズ館8階）

寿司 築地寿司清
とんかつ 和幸
直火炊き釜飯 いっさい
日本料理 つきじ植むら
天ぷら 新宿つな八
そば処 蕎旬
イタリアンレストラン
トラットリア アズーリ・クラシコ
甘味・お食事処  麻布茶房
中国料理 南国酒家
カジュアルレストラン
イセタンダイニング
カフェテラス トリコロール
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イートイン（地下1階）
ジェラート＆ジュース
サンジェルマン
相模原店 �� 042-740-1111
※2 019年9月30日をもちまして営
業を終了いたします。

レストラン
（6階・7階イートパラダイス）
築地寿司清 鮨 清泉
とんかつ 和幸
天ぷら 天㐂代
うなぎ つきじ宮川本廛
粕漬け料理 潮茶屋
うどん・そば 歌行燈
築地 藪そば
ピザ＆パスタ
トゥ・ザ・ハーブズ
レストラン＆カフェ
新宿中村屋 オリーブハウス
キハチ
洋食レストラン 西櫻亭
中国料理 南国酒家

百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［レストラン・喫茶・イートイン］

京懐石 正月屋 𠮷兆
うなぎ つきじ宮川本廛
板前割烹 分とく山
ステーキと洋食 西櫻亭
南欧料理
マーケットレストラン AGIO
カジュアルフレンチ
ラ・ターブル・エディアール
マクロビオティック料理
チャヤマクロビ レストラン
旬菜中国料理
ベジチャイナ 南国酒家
中国料理 銀座アスター
カジュアルレストラン
イセタンダイニング
韓国料理 韓食 古家

喫茶

イートイン（地下1階）

アフタヌーンティー・ティー
ルーム（1階）
葉山珈琲（2階）
甘味処 銀座若松（5階）

カフェ キャピタル
アンデルセン

イートイン（地下1階）
ジュース＆ジェラート
コーヒースタンド キャピタル
ジェラート クレマモーレ
ジョアンカフェ
府中店 ��� 042-334-1111
※2 019年9月30日をもちまして営
業を終了いたします。

レストラン
（9階イートパラダイス）
寿司 築地寿司清
天ぷら 新宿つな八
そば膳処 越後長岡小嶋屋
日本料理 歌行燈
南欧料理 AGIO
中国料理 桃源酒家
甘味・お食事処 麻布茶房
レストラン
（9階グルメダイニング）

イセタン羽田ストア
（レディス）
ターミナル1
������������� 03-5757-8780

喫茶
ローズ・ベーカリー・オン・
ザ・ラン

静岡伊勢丹� 054-251-2211
レストラン
（8階レストランシティ）

イセタンサローネ メンズ 丸の内
��������� 03-6206-3190

築地寿司清
とんかつ 和幸
ご飯ととろろ とろ麦
甘味・お食事処麻布茶房
中国老舗 天津飯店
カフェ コムサ

喫茶
ジャン＝ポール・エヴァン
チョコレートバー 丸の内店
イセタンハウス

������� 052-224-2222

喫茶

喫茶

アフタヌーンティー・ティー
ルーム（2階）
ナチュラルティー＆ダイニング
カフェ チャカ（4階）

ミールカフェ 名古屋店（2階）

������� 048-875-2111

トラベラーズ・コーヒー

レストラン（大通館3階）
ブラッスリーコロン ウィズ
ル・クルーゼ
レストラン
（大通館10階 レストラン街）
北海道ダイニング ミチノイエ
イタリアンレストラン チャオ
東京 築地玉寿司
洋食 シェフズグリル
そば・うどん 家族亭
茶寮 をとわ
レストラン（一条館地下1階）

カフェ アンデルセン
（大通館地下2階）
コーヒーサロン グレコ
（大通館4階）
カフェコムサ（大通館7階）
カフェ エデン（一条館2階）

アイ・プラザ東浦和

喫茶

������� 011-205-1151

喫茶

フレッシュジュース
キャピタル

喫茶

丸井今井札幌本店

そば処 東家

イートイン（地下１階）

とんかつ 和幸
日本そば おらがそば信州
韓国家庭料理
韓美膳（ハンビジェ）
中華 北京烤鴨
洋食 GRILL ON THE TABLE

札幌丸井三越

札幌三越 �� 011-271-3311

エディアール

レストラン

イセタン羽田ストア
（メンズ）
ターミナル1

カフェ＆レストラン
ランドマーク（本館9階）

������������� 03-5757-8700

喫茶

カフェ エディアール（6階）
4

※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

アフタヌーンティー・ベイク
＆ティー ラウンジ
（本館地下２階）
ジャン＝ポール・エヴァン
「バー ア ショコラ」
（本館地下２階）
ジュースガーデン
（本館地下１階）
宮越屋珈琲（本館3階）
銀座トリコロール（本館4階）
ヴァンドームパリス
（本館6階）
マイ・カフェ（本館10階）
イートイン
ダイニングマリアージュ
（本館地下1階）
デザートマリアージュ
（本館地下2階）
叶 匠壽庵（本館地下2階）

函館丸井今井
丸井今井函館店

������� 0138-32-1151

レストラン
そば甘味処 花こよみ 陣屋
（6階）
喫茶
珈琲工房 美鈴（地階）
サロン・ド・テ・ぺシェ・
ミニヨン（1階）
喫茶ジョリー（3階）

新潟三越伊勢丹

新潟珈琲問屋 アンリミテッド
（2階）

イートイン

ファディアネックス
（本館地下1階）
新潟三越 �� 025-227-1111
イートイン（地下1階）
TOKIO（本館地下1階）
※2 020年3月22日をもちまして営
キャピタルコーヒー
業を終了いたします。
クラビス（本館地下2階）
丸屋茶寮
たつみ寿司（本館地下2階）
レストラン（7階）
ベジテリア
鶏三和匠（本館地下2階）
フルーツパーラー・プロデュース
レストラン マーガレット
本吉屋（本館地下2階）
中華飯店 三彩
白玉屋新三郎（本館地下2階）
築地 寿司岩
岩田屋三越
タカクラホテル
瓢亭
（本館地下2階）
岩田屋本店� 092-721-1111
グルマン ド ニコラ
喫茶
（本館地下2階）
アフタヌーンティー・ティー
レストラン
ルーム（2階）
（新館7階イートパラダイス）
岩田屋久留米店
UCCカフェコンフォート
あんず
������� 0942-35-7111
（4階）
カフェテリア アルポルト
新潟珈琲問屋（5階）
レストラン（10階）
十割そば素屋
新潟伊勢丹� 025-242-1111
レストラン
（7階イートパラダイス）
寿司 築地寿司清
越後そば処 長岡小嶋屋
博多ラーメン 那の福
とんかつ 和幸
カジュアルイタリアン
ラ・ピアッツァ
中国料理 原宿 南国酒家
NIIGATA 越品ダイニング＆カフェ
日本料理 倉久

たつみ寿司
天一
はーべすと
香港蒸籠
モレット・グリル
喫茶

ジャン＝ポール・エヴァン
（本館地下2階）
スターバックス コーヒー
（本館1階）
トリコロール ティアレ
（本館3階）
神戸カプチーノ倶楽部
※一部対象外のメニューがございます。
（本館5階）
甘味喫茶 若竹（新館地下2階）
喫茶
カフェ エディアール（3階）
クリーム ティーズ（5階）
5

すし処 鮨活
農家れすとらん 自然の恵
喫茶

鮨活カフェスタイル（10階）
イートイン
キョーワズ珈琲（地下1階）
福岡三越 �� 092-724-3111
レストラン
アフタヌーンティー・ティー
ルーム（4階）
キハチカフェ（5階）
茶房 古蓮（6階）
CAFÉ ファディ アネックス
（7階）
喜水亭（8階）

百貨店および当社グループの店舗におけるご優待内容［レストラン・喫茶・イートイン］

喫茶

喫茶
フォートナム・アンド・メイソン
（地下2階）
ポール（地下2階）
キャンベル・アーリー
（地下1階 ラシック福岡天神）
イートイン
ハニー珈琲
（地下1階 ラシック福岡天神）

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

レストラン
（7階～10階オープンビューレストラン）

すき焼き・しゃぶしゃぶ・オ
イル焼き モリタ屋
たまご料理 モレット
洋食 西櫻亭
イタリア料理 アンティカフェ
中国料理 點心茶室
オープンカフェ
神戸カプチーノ倶楽部
韓国家庭料理 美菜莉

ルクア大阪内 イセタン各ショップ

（ルクア大代表）
��� 06-6151-1111

喫茶（ルクアイーレ4階）
マーファカフェ
マーファカフェ ザ・コーヒー
スタンド

レストラン
（JR西口改札前 3Fイートパラダイス）
はしたて
中村藤𠮷本店  京都駅店
オステリア サクラ
NANZAN ギューテロワール
パティスリー＆カフェ デリーモ京都

喫茶
ラバロック グリル
テルメ キョウト（7階）
菓子のTASHINAMI（地下1階）
加賀屋（8階）
ラ・メゾン・ジュヴォー
（地下1階）
市場小路（9階）
メゾンカイザー（地下1階）
ザ キッチン
サルヴァトーレ・クオモ（10階） カントリーハウス 英國屋
炭火串焼 こけこっこ（10階） （3階）
フラッグス カフェ（4階）
柿安 三尺三寸箸（10階）
Magazine Coffee（4階）
レストラン
※5/29オープン
（11階イートパラダイス）
ブラウニーズクラブ（5階）
せいろ料理 葵茶屋
茶寮都路里（6階）
京料理 京都 和久傳
マールブランシュ（6階）
てんぷら 天一
イートイン
寿司 築地 寿司清
ゆばと京旬菜 松山閣
とんかつ 和幸
うどん・そば 美々卯
とうふ料理 京豆冨 不二乃

551蓬莱（地下2階）
サンマルコ（地下2階）
鶏三和・イートイン（地下2階）
酒のTASHINAMI（地下1階）
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※2019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におけるご優待対象のサービス・施設等

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

ページ

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

P13～16

文化展・美術展等の有料催事（三越・伊勢丹・岩田屋）

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。

P17

ローマ三越、花園飯店（上海）三越

10%ご優待いたします。

P16

伊勢丹会館（レストラン･喫茶・美容室）

5%ご優待いたします。

P16

P13～15

[ 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。
●  
●  

【受付時間】午前10時30分～午後6時30分

【お問合せ】三越劇場 フリーダイヤル 0120-03-9354
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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［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。

〈ご優待対象のサービス・施設〉
三 越

名古屋三越栄店 ケサランパサラン（3階）………………………… 052-262-1022

三越劇場

名古屋三越
アイビューティサロン ソシエ（1階）… ……… 052-364-9511
星ヶ丘店

…………………………………………… 0120-03-9354
日本橋本店 （本館6階）

名古屋三越
エステティックサロン ソシエ（4階）…………… 052-734-4136
星ヶ丘店

理容室

クリーニング

日本橋本店 メンズサロン シルクハウス（パーキングビル2階）03-3274-8607
銀座店

（新館7階）
…………… 03-3274-8609
日本橋本店 クリーニング「白洋舍」

GINZA ジェントルマンズ バーバー（5階）… 03-6228-6018

美容室
日本橋本店 ビューティーサロン シルクハウス（パーキングビル3階）… 03-3274-8605
広島三越

コクリコ（3階）……………………………………… 082-242-3225

広島三越

アテナ アヴェダ（2階）…………………………… 082-207-3725

松山三越

リオパートⅡ（2階）………………………………… 089-941-8829

クリーニング「白洋舍」（3階）………………… 089-933-2930

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。

託児所（9階）… …………………………………… 03-3535-1828

ヘアサロン
新宿本店

日本橋本店 クレ・ド・ポー ボーテ サロン（新館8階）…… 03-3241-3353

ネイルズユニーク（定禅寺通り館1階）… ……… 022-265-8090

松山三越

※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。

日本橋本店 ネイル・フットケアサロン シーン（新館4階） 03-3273-0008

仙台三越

クリーニング「白洋舍」（4階）………………… 082-242-3226

伊 勢 丹

エステティック・ネイルサロン等

トータルビューティサロン uka（1階）………… 03-6450-4306

広島三越

名古屋三越
三越映画劇場（9階）…ご本人様のみ1,000円… 052-783-3486
星ヶ丘店

日本橋本店 フォトスタジオ・佐藤写真（パーキングビル4階）03-5299-4775

恵比寿店

クリーニング「白洋舍」（本館地下1階）……… ※022-225-7111

銀座店

写真室

伊勢丹写真室アレーズ（2階）… ……………… 03-3445-3410

仙台三越

その他の施設

名古屋三越栄店 ブライダルサロン（8階）………………………… 052-252-1728

恵比寿店

クリーニング「白洋舍」（地下1階）…………… 03-5423-3111

三越各店

貸衣装サロン「グランジュール」（7階）… … 03-6264-4120

銀座三越 伊勢丹写真室（三原ビル6階）… … 03-6263-0933

恵比寿店

文化展・美術展等の有料催事

（本館4階）
… 03-5255-6266
日本橋本店 貸衣装サロン「グランジュール」

銀座店

クリーニング「白洋舍」（地下1階）…………… 03-3566-8028

（4階）
………………… 052-252-1420
名古屋三越栄店 クリーニング「白洋舍」

貸衣裳

銀座店

銀座店

ヘアサロン ヒアカ アヴェダ（ビューティーパーク1・2階、3階） 03-5341-4862

理容室
新宿本店

理容室（パークシティ3・地下1階）……………… 03-3226-1709

美容室

名古屋三越栄店 アナスタシア（3階）… …………………………… 052-252-1387

新宿本店
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美容室 ラ・カリテ（パークシティ3・3階）… 03-3225-2813

※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

資生堂ビューティーサロン（8階）… ……… 042-526-1506

立川店

ヘアーサロン ソシエ（6階）………………… 042-526-9705

浦和店

美容室クロード・モネ（5階）………………… 048-834-4501

相模原店

TAYA美容室（6階）……………………………… 042-766-0660

府中店

美容室「TAYA」（9階）………………………… 042-351-9095

新宿本店
新宿本店

アイ・プラザ
美容室「TAYA」（2階）………………………… 048-712-2745
東浦和
静岡伊勢丹 ティア アヴェダ（コリドー5・2階）… ……… 054-251-8833

貸衣裳
新宿本店

（パークシティ3・2階）03-3341-3150
貸衣裳「グランジュール」

立川店

貸衣裳「グランジュール」（8階）…………… 042-540-8250

浦和店

貸衣裳「グランジュール」（6階）…………… 048-833-0846

相模原店

貸衣裳「グランジュール」（5階）…………… 042-740-5272

伊勢丹写真室１（パークシティ3・3階）……… 03-3225-2814

新宿本店

伊勢丹会館 伊勢丹写真室（伊勢丹会館8階）…… 03-3225-2814

立川店

伊勢丹写真室（8階）……………………………… 042-540-8045

浦和店

伊勢丹写真室（6階）……………………………… 048-824-5238

相模原店

伊勢丹写真室（5階）……………………………… 042-766-8581

府中店

伊勢丹写真室（9階）……………………………… 042-351-9130

ネイルハウス 安气子

（イセタン ビューティーパーク1・5階)…………… 03-3350-5456

新宿本店

ケサランパサラン（イセタン ビューティーパーク1・4階）03-3350-1949

立川店

ネイルズユニーク アルティミッド（1階）… 042-526-9885

立川店

アナスタシア（1階）……………………………… 042-595-9030

立川店

エステティックサロン ソシエ（6階）……… 042-526-9700

浦和店

ネイルサロン ネイルズユニーク（2階）…… 048-825-1671

浦和店

ジュリーク（3階）………………………………… 048-834-2227

相模原店

ネイルズユニーク アルティミッド（2階）… 042-743-1233

府中店

ネイルズユニーク アルティミッド（2階）… 042-366-6055

府中店

たかの友梨ビューティクリニック（9階）… 042-361-1107

（コリドー5・2階）054-271-8855
静岡伊勢丹 ネイルズユニーク アルティミッド

写真室
新宿本店

マリコール

（イセタン ビューティーパーク2・1階)…………… 03-3355-0056

静岡伊勢丹 エステティックサロン ソシエ（7階）……… 054-266-4136

クリーニング

エステティック・ネイルサロン等

新宿本店

クリーニング「白洋舍」（伊勢丹会館２階）… 03-3353-6220

立川店

クリーニング「白洋舍」（1階）……………… 042-523-3662

浦和店

クリーニング「白洋舍」（7階）……………… 048-832-6646

相模原店

クリーニング「白洋舍」（4階）……………… 042-740-3250

府中店

クリーニング「白洋舍」（7階）……………… 042-351-9511

文化展・美術展等の有料催事

新宿本店

ビューティアポセカリースパ by uka（本館地下2階）03-6457-4042

新宿本店

クラランス スキン スパ（パークシティ3・地下1階）03-3355-1681

新宿本店

クレ・ド・ポー ボーテ サロン

新宿本店

本館パーキング・地下5階洗車場… ……… ※03-3352-1111

インフェイシャス

新宿本店

パークシティイセタン1駐車場4A階洗車場… ※03-3352-1111

新宿本店

伊勢丹各店 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。

洗車コーナー

（イセタン ビューティーパーク2・1階）
… ……… 03-3350-1621
（イセタン ビューティーパーク2・1階)…………… 03-3358-8112

※電話交換よりおつなぎします。
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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［サービス・施設等］

立川店

札幌丸井三越

岩田屋三越

美容室・ネイルサロン

美容室

丸井今井
札幌本店

資生堂ビューティーサロン（大通館10階）… 011-213-3605

丸井今井
札幌本店

ネイルズユニーク アルティミッド（一条館地下1階）… 011-205-1619

岩田屋本店 キッズヘアサロン・ズッソキッズ（本館6階）… 092-725-5272
岩田屋本店 ヘアーサロン ソシエ（新館8階）…………… 092-726-6121
福岡三越

理容室
丸井今井
札幌本店

理容・美容サロン シーク（一条館6階）… … 011-205-1676

札幌三越

三越理容室（本館9階）…………………………… ※011-271-3311

写真室
岩田屋本店 岩田屋写真室（本館3階）………………………… 092-762-2330

※電話交換よりおつなぎします。

クリーニング
札幌三越

貸衣裳
岩田屋本店 ブライダルサロン内貸衣装（本館3階）… … 092-726-3725

エステティック・ネイルサロン等

クリーニング「白洋舍」（本館地下2階）…… 011-222-2970

岩田屋本店 ネイルズ ユニーク アルティミッド（新館地下2階）092-716-1738

文化展・美術展等の有料催事
札幌丸井
三越各店

ヘアーサロン アクトジャパン（8階）……… 092-741-7144

岩田屋本店 エステティックサロン ソシエ（新館８階）… 092-726-6010

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。

新潟三越伊勢丹
※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。

美容室・エステティックサロン

福岡三越

ラヴァーズ（地下1階ラシック福岡天神）………… 092-791-6868

福岡三越

ビューティジーンプロフェッショナル（地下1階 ラシック福岡天神）092-739-9009

福岡三越

…… 092-720-2277
クイーンズウェイ（地下1階 ラシック福岡天神）

新潟三越

TOKIO美容室（2階）… ………………………… 025-222-3254

福岡三越

ネイルバー（5階）………………………………… 092-726-6080

新潟三越

エステティックサロン ソシエ（8階）……… 025-226-4136

福岡三越

アナスタシア（5階）……………………………… 092-716-7356

福岡三越

ケサランパサラン（5階）… …………………… 092-733-8233

貸衣裳
新潟三越

レンタルブティック（4階）…………………… 025-224-7285

クリーニング

新潟伊勢丹 貸衣裳（5階）… …………………………………… 025-243-7173
※新潟三越・新潟伊勢丹貸衣裳は5％ご優待となります。

クリーニング

福岡三越

クリーニング「白洋舍」（8階）……………… 092-738-5105

岩田屋
久留米店

クリーニング「白洋舍」（6階）……………… 0942-39-1403

文化展・美術展等の有料催事

新潟伊勢丹 クリーニング（地下1階）………………………… 025-241-6723

岩田屋
三越各店

文化展・美術展等の有料催事
新潟三越
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。
伊勢丹各店
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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。

※2019年3月31日現在のご優待内容となります。

ジェイアール西日本伊勢丹

エステティック・ネイルサロン等

ジェイアール
ズッソ キッズ ヘアー（7階）… ……………… 075-352-6218
京都伊勢丹

ジェイアール
フットリラクセーションスペース リフレ（9階） 075-344-0418
京都伊勢丹

ジェイアール
美容室「TAYA」（9階）………………………… 075-342-0015
京都伊勢丹

ジェイアール
ジュリーク（9階）………………………………… 075-352-6271
京都伊勢丹

貸衣裳

ジェイアール
ネイルバー（9階）………………………………… 075-344-3601
京都伊勢丹

ジェイアール
ブライダルサロン内レンタルコスチューム（10階）075-352-0772
京都伊勢丹

※「ルクア大阪内 イセタン各ショップ」にはご優待対象施設がございません。

写真室
ジェイアール
ジェイアール京都伊勢丹写真室（9階）…… 075-342-0028
京都伊勢丹
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ジェイアール
クレ・ド・ポー ボーテ サロン（9階）… … 075-353-4155
京都伊勢丹

美容室

