
株主様ご優待制度の詳細や最新
情報はWEBページからもご覧
いただけます。

株主様ご優待制度のご案内

当社では、「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。 
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。
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株主様ご優待制度について

　  長期保有特典
ご利用限度額の設定が2倍となります。 
条件： 初回の「株主様ご優待カード」発行後、同一株主番号で100株以上を継続保有し、3月末日基準日を2

年連続で迎え、かつ、その時点で300株以上を保有する株主様。 
（その年発行の「株主様ご優待カード」から長期保有特典が適用となります）

3

2   対象株主様とご利用限度額・郵送時期・有効期限
「株主様ご優待カード」は年1回の発行、有効期限は発行年の翌年7月31日までです。
※今回お届けのカードの有効期限は2023年7月31日までです。

9月末日時点の株主名簿に記載された新規株主様
保有株式数 ご利用限度額 郵送時期

100株以上 300株未満 15万円

同年
11月下旬

300株以上 500株未満 20万円
500株以上 1,000株未満 25万円
1,000株以上 3,000株未満 50万円
3,000株以上 5,000株未満 75万円
5,000株以上 10,000株未満 100万円
10,000株以上 150万円

3月末日時点の株主名簿に記載された株主様
保有株式数 ご利用限度額 郵送時期

100株以上 300株未満 30万円

同年
6月下旬

300株以上 500株未満 40万円
500株以上 1,000株未満 50万円
1,000株以上 3,000株未満 100万円
3,000株以上 5,000株未満 150万円
5,000株以上 10,000株未満 200万円
10,000株以上 300万円

※ 9月末日時点の株主名簿に記載された新規株主様が株式を継続保有され、翌年3月末日時点の株主名簿に記載されますと、3月末日時点
の対象株主様と同じご利用限度額の株主様ご優待カードを6月下旬に発行いたします。

4   株主様ご優待カードのご利用上のご注意
・店頭でのお買物の優待適用には、本カードのご提示が必要です。
・ 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枚以上の本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。
・本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差し上げる場合がございます。
・対象外の店舗、品目、有料催事がございます。また割引率が異なる店舗等がございます。
・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。

1   株主様ご優待カードの主な特典
●�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ご飲食代金をご利用限度額の範囲内
で10％割引いたします。
●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。
※「ご利用限度額」とは、10％割引が適用されるお買物の上限額です。
（例：ご利用限度額が30万円の場合、有効期限内で累計30万円分までのお買物に10％割引が適用）
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店舗等におけるご優待内容（物販） ※2022年3月31日現在の内容です

当社グループの店舗等でのお買物やご飲食代金をご利用限度額の範囲内で10％割引いたします。
●  外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割引の対象金額です。
●  割引額の10円未満は切り捨てです。
●  本優待はセール（一部除外品あり）、食品のお買物にもご利用いただけます。
●  （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）による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ではご利用いただけません。ただし、国内居住者を対象としたお

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等の一覧は、当社ホームページ https://www.imhds.co.jp/ja/ir/

stockholder/preferential.html「株主様ご優待制度」をご参照ください。

［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　●�ミーツ国分寺
●��イセタン�ミラー（コスメ小型店舗）　●�伊勢丹海外店　●�三越海外店
●�FOOD&TIME�ISETAN（アトレ品川店内）　●�FOOD&TIME�ISETAN�YOKOHAMA　�
●�FOOD&TIME�ISETAN�OFUNA

1　  ご利用いただける店舗等
 三越 
●�日本橋本店　●�銀座店　●�仙台三越　●�名古屋三越栄店　●�名古屋三越星ヶ丘店　●�広島三越　●�高松三越　
●�松山三越　●�全国各地の小型店舗

 伊勢丹 
●�新宿本店　●�立川店　●�浦和店　●�静岡伊勢丹　●�イセタン羽田ストア（メンズ）ターミナル　
●�イセタン羽田ストア（メンズ）ターミナル２　●�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（六本木）　●�エムアイプラザ各店

 札幌丸井三越   函館丸井今井  新潟三越伊勢丹 
●�丸井今井札幌本店　●�札幌三越　　　●�丸井今井函館店　　　●�新潟伊勢丹

 岩田屋三越 
●�岩田屋本店　●�岩田屋久留米店　●�岩田屋サロン各店　●�福岡三越　●�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　●�ルクア大阪内　イセタン各ショップ
＊LUCUAメンバーズカードとは併用できません
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　  適用除外品目・ブランド
［ 適用除外品目 ］

●  商品券　●  百貨店ギフトカード　●  全国百貨店共通商品券　●  セレクトオーダーシャツお仕立券　●  紳士服お仕立券　
●  ギフト券類（ビール共通券、図書カード、おこめ券、アイスクリーム券他）　●  煙草　●  葉巻
●  地金　●  地金型金貨　●  プラチナ貨　●  地金相場連動商品　●  ゴルフ会員権　●  書籍　●  音楽ソフト、映像ソフト　
●  ゲーム機本体　●  楽器　●  住宅リフォームおよびその関連する機器と工事費　●  配送料　●  修理、加工料　●  箱代　
●  各種買物袋　●  ドライアイス代　●  時計電池交換　●  レンタル介護用品　●  花キューピット　●  歯科室　●  クリニック　
●  施術料（ティースアート、ダイソン ヘア等）　●  ウォータークリーニング　●  屋上諸施設　●  チケット販売　
●  旅行代金　●  イベント参加費　●  駐車料金　●  お年玉袋、お楽しみ袋等の福袋　
●  受講料（ゴルフスクール、三越カルチャーサロン等）　●  自転車防犯登録　●  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）　●  定期宅配事業（イセタンドア）　
●  オンラインギフトサイト（ムードマーク バイ イセタン）　●  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）　●  カルティエ　●  ヴァン クリーフ＆アーペル　
●  ディオール ジュエリー（一品税抜150万円未満）　●  ティファニー（フレグランスを除く）　●  フォクシー　●  アディアム　
●  エルメス　●  シャネル（化粧品を除く）　●  ロレックス　●  俄

にわか
（ブライダル商品）　●  パテック フィリップ　●  ライカ　

●  チューダー　●  ベルルッティ　●  リシャール・ミル　●  リヴェラーノ＆リヴェラーノ　●  アイファニー　
●  ビックカメラ 日本橋三越 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
おたずねください。
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ご利用いただける主な（株）エムアイカード発行のクレジットカード

　  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（税抜）以上のお買物にご利用いただけます。
●  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　●  （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）

2

MICARD+ MICARD+ GOLD MICARD GOLDMICARD三越 M CARD GOLD三越 M CARD

※ 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。

※ 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たずねください。
※ 2022年2月1日より三越伊勢丹グループ百貨店内の特典制度およびエムアイカードのご利用方法、ご利用明細の記載内容が

変更になりました。詳しくはエムアイカードホームページをご確認ください。

3
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オンラインストアにおけるご優待内容 ※2022年3月31日現在の内容です

三越伊勢丹グループの各オンラインストア

三越伊勢丹グループの各オンラインストアでのお買物をご利用限度額の範囲内で10％割引いた
します。

【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クレジットカード（当社指定のカード）によるお支払いの場合のみ、お買物を10％割引いたします。

（ショッピングカートの「お支払い方法の設定画面」で「株主様ご優待
カード」表面の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％の割引が適用されます。）
⃝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です。
⃝ 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、年間のお買いあげ額の加算対象となりますが、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。）

こちらの番号を入力してください

裏面
●●●

●三越伊勢丹オンラインストア
　https://www.mistore.jp/shopping

●岩田屋三越オンラインストア
　 https://iwataya-mitsukoshi.mistore.

jp/onlinestore/index.html

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

●ジェイアール京都伊勢丹 
　オンラインストア
　 https://isetan.mistore.jp/kyoto/

index.html

●丸井今井オンラインストア
　 https://maruiimai.mistore.jp/

onlinestore/index.html

●化粧品オンラインストア
［meeco（ミーコ）］

　https://meeco.mistore.jp/meeco/

※画像はイメ―ジです
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店舗等におけるご優待内容（サービス・施設等）
当社グループの店舗等でのサービス・施設等のご利用料金を割引いたします。

（ご利用限度額はございません）
●  割引額の10円未満は切り捨てです。

各店舗におけるご優待対象のサービス・施設・駐車場等は当社ホームページ https://www.imhds.co.jp/ja/ir/stockholder/
preferential.html「株主様ご優待制度」をご参照ください。

　  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

百貨店の
各店舗

理容室、美容室、貸衣裳、写真室、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（伊勢丹新宿本店） 10%割引いたします。

三越劇場 ご優待価格となる公演がございます。

文化展・美術展等の有料催事（三越・伊勢丹）
一部を無料でご鑑賞いただけます｡
ご利用になれない有料催事もございますので、各
店舗・各展覧会のホームページをご確認の上ご利
用ください。

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。

その他 伊勢丹会館（レストラン･喫茶・美容室） 5%割引いたします。

[ 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 　●  アートアクアリウム美術館 GINZA 　●   ジェイアール京都伊勢丹７階隣接の美術館「えき」KYOTO

　  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（税抜）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

　  ご利用に関するその他のご留意事項
●  駐車場でのご優待のご利用は1回につき1台のみです。また、駐車料金が無料となるお買いあげ額は店舗により異なります。
●  文化展・美術展等の一部の有料催事には、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。
●  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。
●  三越劇場の公演、ご優待価格につきましては、下記へお問い合わせください。
【お問い合わせ】三越劇場　フリーコール�0120-03-9354　　　　【受付時間】午前10時～午後6時30分

1
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※2022年3月31日現在の内容です

レストラン
八丁味處 串の坊（８階） ................................................................ 03-3356-3865 タイ屋台料理 チャンパー（4階） .................................................. 03-5269-4376
風流うどん・そば料理 歌行燈（８階） ................................... 03-3341-1116 すし 築地寿司清（3階） ....................................................................... 03-5366-8830
四季の旬菜料理 AＥN（あえん）（4階） ............................... 03-5368-3378 八丁味處 串の坊別室（3階）............................................................. 03-3354-2403
洋食屋 グリル満天星（4階） ........................................................ 03-3355-3621 ウェルネス カレー&カフェ MINGLE TANGLE（ミングル タングル）（3階） ..... 03-4400-1606

とんかつ和幸（B1階）............................................................................ 03-5315-0089

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

美容室
ヘア＆エステティック スナバサロン（５階）  .................................................................... 　美容室　 03-3356-2731　　　エステティック　 03-3356-2734

伊勢丹会館
伊勢丹会館のレストラン・喫茶・美容室のご利用代金を５％割引いたします。（ご利用限度額はございません）
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

クイーンズ伊勢丹各店でのお買物を5％割引いたします。（ご利用限度額はございません）

クイーンズ伊勢丹

1   ご利用いただける店舗

※クイーンズ伊勢丹 亀戸店／無印良品 港南台バーズ店／ネットショップ店については、本優待の対象外です

●  笹塚店　　  ●  新高円寺店　　  ●  仙川店　　  ●  小石川店　　  ●  石神井公園店　　  ●  品川店　　  ●  杉並桃井店　　  
●  白金高輪店　　  ●  三鷹店　　  ●  武蔵境店　　  ●  目白店　　  ●  国分寺店　　  ●  北浦和店　　  ●  本八幡店　　  
●  横浜店　　  ●  藤沢店　　  ●  harvest deli produced by QUEEN’S ISETAN（ルミネ大宮 LUMINE2内）

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（税抜）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　●  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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※2022年3月31日現在の内容です

●国内のラグジュアリーバス　三越伊勢丹プレミアムクルーザー　株主様ご優待ツアー

●ヨーロッパ リバークルーズ客船「セレナーデ号」株主様ご優待ツアー

大型バスに僅か10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席のみの革張り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
ただけます。後方には化粧台付きトイレも完備しています。

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。

※2022年7月～2023年6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％割引 
※2022年7月～2023年6月出発のプレミアムクルーザーを貸切でご利用された場合、貸切基本代金を10％割引 

※2022年秋～2023年春に出発する「セレナーデ号」の旅について、旅行代金より70,000円割引

三越伊勢丹ニッコウトラベル東京営業所  〈国内旅行窓口〉 03（3274）5272  〈海外旅行窓口〉 03（3276)0111
月～金曜　午前9時30分～午後5時30分／土・日・祝休みお問い合わせ

・株主様ご本人に加え、1名様（ご家族・ご友人）も同様に割引いたします。 
・「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。 
・ツアーの詳細はパンフレットをご請求ください。 ＊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。

「株主様ご優待カード」のご提示で入館料を割引いたします。
館蔵品展：一般料金1,000円→800円　　特別展：一般料金1,300円→1,000円（いずれもご本人1名様のみ）
※各展覧会の詳細は、下記ハローダイヤルまたはホームページでご確認ください。　
TEL��050-5541-8600（ハローダイヤル）　https://www.mitsui-museum.jp/

ホテル直営レストラン
でのご利用総額を�
10％割引�
Bakery�&�PastryShop
を除く

TEL�03-5500-4550（レストラン総合案内）

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を割引

TEL�03-3234-5678（宿泊予約／お問合せ）

ご宿泊：ベストフレキシブル
レートより10％割引�
お食事：対象レストランにて、
ご飲食代金を10％割引

TEL�045-223-2222（代表）

ホテル指定のご宿泊料金・お食事代金を割引いたします。
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。お申込みの際は「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。
※ホテルにより、割引率、割引対象となるお部屋などが異なります。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

三井記念美術館

ホテル ニューオータニ東京 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

三越伊勢丹ニッコウトラベル

提携施設におけるご優待内容

三井記念美術館 外観
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