
グランド ハイアット 東京 
スペシャルウエディング
プラン
各10組さま限り　
40名さまプラン 

1,300,000円  
お一人さま追加料金：20,000円
（40名さまご出席披露宴（料理・飲物・会場費 他）、
チャペル挙式、新郎新婦のご宿泊（2泊）、メイクアップライティングプレゼント、
〈グランド ハイアット 東京〉レストランご招待券（3万円分） 他）

10名さまプラン 400,000円  
お一人さま追加料金：20,000円
（10名さまご出席披露宴（料理・飲物・会場費 他）、チャペル挙式、披露宴当日の

）他 ）分円万3（券待招ごンラトスレ〉京東 トッアイハ ドンラグ〈、泊宿ごの婦新郎新

※内容・特典など、詳しくは係員におたずねください。
※ご婚礼適用期間：2017年2月1日［水］～12月31日［日］
※ご成約時にプラン代金とは別に式場に200,000円をお申込み金としてお支払いいただきます。
□新宿店本館7階＝イセタン ブライド

※ 価格はすべて消費税込みの価格です。※商品は一例です。この他にもご用意いたしております。※数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。
※ 混雑の状況により、お一人さま 1 点限りとさせていただきます。※配送をご希望の場合、別途送料をいただきます。※各種ご優待は除外とさせていただきます。

※ 20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。
新年を祝うお得なスペシャル企画を、
数量限定でご用意。DX

〈フェスタリア サンクチュアリ〉
デラックスパック

3セット限り 108,000円  
（ネックレス：0.2ct、ピアス：計0.2ct）
※ネックレス：0.3ct、ピアス：計0.3ct（2セット限り 
216,000円）、ネックレス0.5ct、ピアス：計0.5ct（2セッ
ト限り 324,000円）のパックもご用意しております。
※ボックスの柄は一点一点異なります。
□新宿店本館1階＝アクセサリー

使いやすいシンプルなジュエリーを
博多織のジュエリーボックスとともに。
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〈パナソニック〉
「Lクラス」システムキッチンリフォームパック
5セット限り 

819,720円（還元水素水生成器付）
「Lクラス」システムバスリフォームパック
5セット限り

1,369,440円（酸素美泡湯機能付）
※標準工事費を含みます。※写真はイメージです。
※産業廃棄物処理費用を別途頂戴いたします。
※プラン打合せ後別途詳細金額をご提示いたします。
※東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に限らせていただきます（一部地域は除く）。
□新宿店本館5階＝ I・D・S（インテリアデザインサービス）

リフォームでさらに快適な暮らしを。
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ファーアイテム3点セット

3セット限り 108,000円  
（ファーコート、ミンクマフラー、ミンクバッグ）
※写真のコートは現品限りです。ファーコートは商
品によりサイズが異なります。
□新宿店本館4階＝オーセンティックスタイル

上質なファーの魅力に包まれて。
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〈クレ・ド・ポー ボーテ サロン〉
サロンオリジナル製品＆エステパック

10点限り 60,048円  
（シナクティフボディ＆フェイスコース（約160分）・
バスグッズ）※エステ有効期限：2017年1月31日［火］
□イセタン ビューティーパーク2・1階＝
クレ・ド・ポー ボーテ サロン

全身を美しく整える贅沢な160分。
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黒蝶パールジュエリー3点セット

1セット限り 2,160,000円  
（ネックレス：10.0 ～ 13.4㎜玉・約43㎝・留め具
K18WG・ダイヤモンド計0.56ct、リング：Pt・13.0㎜玉・
ダイヤモンド計0.44ct、イヤリング：K14WG・12.0㎜玉）
□新宿店本館4階＝ジュエリー&ウオッチ

黒蝶パールの上品な色合いが魅力。
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〈ウカ〉開運デラックスパック

2種/計20セット限り 21,600円  
（ウカシャンプー ウェイクアップ/ナイティナイト
（1000mL/現品）、ウカヘアトリートメント ウェイク
アップ/ナイティ ナイト（1000mL/現品）、ウカ スカル
プクレンジング ディープ&ライト（200mL/現品）、ウ
カ スカルプブラシ ケンザン（現品））
※シャンプー、トリートメントは2種のセットよりお選びいただけます。

□新宿店本館地下2階＝ビューティアポセカリー

限定のビッグボトルでお得感満載。
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八芳園 フォトウエディング
（洋装&和装プラン）

5組さま限り 500,000円  
（新郎新婦衣裳（和装・洋装各1点）、美容着付、新婦
ヘアメイク、写真データ（30カット）、2面アルバム（1冊））
※内容・特典など、詳しくは係員におたずねください。
※ご会食などは別途承ります。）
□パークシティ3 2階=貸衣裳「グランジュール」

由緒ある日本庭園で心に残るフォトウエディング。

28

英国・イタリア製生地使用
メジャーメイドスーツ&メジャーメイド
ジャケット・スラックスセット
（ケア用品付）

50セット限り 108,000円  
□新宿店メンズ館5階＝メイド トゥ メジャー

英国やイタリアの上質な生地でお仕立て。
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〈アンスティテュ クラランス〉
ニューイヤー デラックス ゴールド

50点限り 108,000円  
（フェイシャル&ボディトリートメント（135分）ギフト

フェイシャルorボディ（60分）ギフト券
※エステ有効期限：お買いあげから6カ月
□パークシティ3 地下1階＝アンスティテュ クラランス

フェイシャルとボディのスペシャルセット。
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選べる国内外有名作家版画
2点セット

3セット限り 540,000円  
※写真は村上隆「！N CHA！」（2010年/オフセット

㎝/ed.300部）、ベルナール・ビュッフェ「道

㎝/ed.120部）※写真は組合せの一例です。その他
の版画も多数ご用意しております。
□新宿店本館5階＝アートギャラリー

インテリアなどに合わせて選べるセット。
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岡田栄峰作 衣裳着親王飾り

10点限り 108,000円  
㎝）

□新宿店本館7階＝呉服/和装小物雑貨

伝統の技が生み出す雅な親王飾り。
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ダイヤモンドジュエリー2点セット

1セット限り 1,080,000円  
（ネックレス：K18WG・ダイヤモンド計2.34ct・約60
㎝・長さ調整機能付、リング：Pt・ダイヤモンド計
2.56ct）
□新宿店本館4階＝ジュエリー&ウオッチ

エレガントな輝きとデザイン。
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〈ラ・カスタ〉開運デラックスパック

30セット限り 16,200円  
（プロフェッショナルヘアエステ ソープRO（250mL/
現品）、同 マスクRO（200g/現品）、同 エマルジョンRO
（60mL/現品）、ラブオブローズ ボディクリーム（200g/現
品）、ビューティ ボディオイル エレガント（150mL/現品））
□新宿店本館地下2階＝
ビューティアポセカリー

ツヤのある豊かな髪へ導くプロフェッショナルシリーズ。
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クロコダイル革小物3点セット

7セット限り 86,400円  
（二ツ折札入れ、カードケース、馬蹄小銭入）
※色の組合せはお選びいただけません。
□新宿店メンズ階1階＝メンズアクセサリー

存在感のあるクロコダイルを小物に取り入れて。
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〈カッシーナ〉2人掛ワイドソファ

4点限り 1,100,000円  
～

103・座面高さ46.5㎝）
□新宿店本館5階＝リビングルーム/家具

ベストセラー「マラルンガ」のレザーモデル。
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振袖・袋帯・長襦袢3点セット

10セット限り 324,000円  
（振袖：絹100％、袋帯：絹・その他繊維、長襦袢：
絹100％/お誂え・お仕立て・美容・着付け・前撮り
写真付）
※有効期限：2017年6月30日［金］
□新宿店本館7階＝呉服/特選きもの

美容や着付け、写真撮影も付いたセット。

21

歌舞伎鑑賞＆きものと帯セット

1組さま限り 1,080,000円  
（訪問着、袋帯、江戸小紋、染帯（お誂え・お仕立付）、
歌舞伎ペア鑑賞券）
※内容など詳しくは係員におたずねください。
□新宿店本館7階＝呉服/特選きもの

歌舞伎鑑賞におしゃれな装いで。

29

〈ニコライ バーグマン フラワーズ 
＆ デザイン〉プリザーブド
フラワーアレンジメント

10点限り 21,600円  
□新宿店メンズ館8階＝イセタンメンズ レジデンス

お正月限定アレンジメント。
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ギレスベア

1点限り 181,440円 
（モヘヤ・アルパカ/約25㎝）
※写真は一例です。その他のテディベアもご用意して
おります。
□新宿店本館5階＝パーソナルルーム

多くのコンクールで大賞に輝いた作家による作品。
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大越忠保作 兜床飾りセット

5点限り 108,000円  
㎝）

□新宿店本館7階＝呉服/和装小物雑貨

細部まで作り込まれた勇ましい兜飾り。
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Ptダイヤモンドネックレス

1点限り 3,240,000円  
（ダイヤモンド2.02ct G-SI2/約45㎝）
□新宿店本館4階＝ジュエリー&ウオッチ

2ctのボリューム感が魅力。
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〈マリコール〉ビューティコレクション
2017 プラチナ

20セット限り 161,001円  
2回、ボディ
※エステ有効期限：お買いあげから6カ月
□イセタン ビューティパーク2・1階＝マリコール

エステに加え、ホームケアも充実。
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〈フィスラー〉ラッキーバッグ 

5点限り 108,000円  
（圧力鍋（3.5ℓ）、フライパン（24㎝）、キャセロール
（20㎝）、ソースパン（16㎝）、フライパン（24㎝）、圧
力鍋用ガラスフタ（22㎝）、ガラスフタ（24㎝）、ダー
ウェントギフトセット（ペッパーミル・ソルトミル））
□新宿店本館5階＝キッチンダイニング/
キッチン用品

人気の圧力鍋などを集めた実用的なセット。
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ペルシャ絨毯3点セット

2セット限り 1,620,000円  
（絹100%/ ㎝、

㎝）
※写真の商品は現品限りです。
□新宿店本館5階＝
リビングルーム/カーペット

なめらかな肌触りが魅力のクム産シルク絨毯。
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ミンク4点セット
1セット限り 

1,080,000円  
（ミンク/コート（42（11～13号相当））、
ケープ、帽子、バッグ）
□新宿店本館4階＝
オーセンティックスタイル

グランメゾン シャンパーニュ
飲みくらべ3本セット

30セット限り 32,400円  
（ドゥーツ ブリュットクラシック、ドン ペリニヨン ヴィ
ンテージ2006、モエ・エ・シャンドン グラン ヴィンテー
ジ ㎖/フランス製）
□新宿店本館地下1階＝グランド カーヴ

〈キャビアハウス&
プルニエ〉キャビア
食べくらべセット
10セット限り 

32,400円  
（プルニエキャビア トラディション
（50g）、プルニエキャビア セント
ジェームス（30g/フランス産）、キャ

ギフトボックス付）
□新宿店本館地下1階＝
フレッシュマーケット/
キャビアハウス&プルニエ

上品なミンクで
トータルコーディネート。

人気生産者のシャンパーニュを揃えました。

プルニエキャビアの人気商品を
贅沢に食べくらべ。

02

31

32ベーシックタイプから
少人数タイプまでご用意。
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〈竺仙〉
ゆかたで楽しむ夏の神楽坂

20組さま限り 86,400円  
（ゆかた・お仕立て・半巾帯・着付け・ランチコース）
※2017年1月14日［土］開催の竺仙展示会にて、ゆか
た・半巾帯をお選びいただきます。
※2017年7月8日［土］に神楽坂でのランチと散策の
ご案内をいたします。
□新宿店本館7階＝呉服/着物語

ゆかたを仕立てて、神楽坂の街歩きを。
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〈赤ちゃんの城〉出産準備特別セット

3セット限り 108,000円  
（布団セット、防水シーツ、パッド、綿毛布、タオル
ケット、掛カバーリング、肌カバーリング、フォーマル

、バスタオル、ツー
ウェイドレス、アフガン、バスローブ、マント、ハンカチ
（３枚入）、スタイ、ソックス）※配送のみの承りとな
ります（2週間前後でのお届けとなります）。
※送料は別途頂戴いたします。
□新宿店本館6階＝マタニティ・新生児

上質なアイテムで準備万端！
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〈サイベックス〉
ベビーカー＆カーシートセット

3セット限り 162,000円  
（プリアム フレーム&トレッキングホイールセット、プリアム ラックスシート
（オータムゴールド)、カップホルダー、モスキートネット、パラソル、フットマフ、
ベースＱフィックス、エイトンQ（オータムゴールド））※配送のみの承りとなり
ます（2週間前後でのお届けとなります）。※送料は別途頂戴いたします。
□新宿店本館6階＝マタニティ・新生児

ドイツ生まれの走行性に優れたベビーカー。
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□ 伊勢丹新宿店本館・メンズ館他＝各階開  運  デラックス

歴史あるホテルの
上質サービスでおもてなし。
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ホテルオークラ東京 
スペシャルウエディング
プラン
10組さま限り 
40名さまプラン 

1,650,000円  
お一人さま追加料金：26,000円
（40名さまご出席披露宴（料理・飲物・会場費 他）、チャペル挙式、新郎新婦衣裳（洋装

）他 ドーレグプッアのへ」メソンコの統伝ラクーオ「、添介嫁花、付着粧美、）点1各

5組さま限り 
6名さま 総料理長
オリジナルメニュープラン＊ 600,000円  
お一人さま追加料金：26,000円
（6名さまご出席披露宴（料理・飲物・会場費 他）、
チャペル挙式、新郎新婦衣裳（洋装各1点）、美粧着付、花嫁介添 他）
＊洋食総料理長がおふたりだけのオリジナルメニューをご用意いたします。
※内容・特典など、詳しくは係員におたずねください。　※ご婚礼適用期間：2017年2月1日［水］～12月31日［日］
□新宿店本館7階＝イセタン ブライド
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