
期間中、下記の条件で伊勢丹アイカードをご利用いただくと、もれなくエムアイポイント500ポイントプレゼント！

※ポイントは、2月のご利用明細でご確認いただけます。※キャンペーン対象カードは、伊勢丹アイカードをはじめとするエムアイカード社が発行する
カード（ハウス除く）です。※売上票の到着が遅れ、期間外のご利用になる場合がございます。※対象店舗は、アイカードカウンター備え付けの「エムアイ
ポイント2倍のお得なお店」リーフレットでご確認ください。

※ご注文時に、アイカード会員の
旨お伝えください。
※ご注文時に、アイカード会員の

食前酒お一人さまにつき
1杯サービス

■La Cave de NAGAFUSA （ラ カーブ ド ナガフサ）
■ 営業時間：[昼食]午前11時30分～午後1時30分（ラストオーダー）

[夕食]午後17時30分～午後9時(ラストオーダー)
■ 定 休 日：日曜日
■ 電話番号：054-273-4750

※ご注文時に、アイカード会員の
旨お伝えください。

夕食時、
1ドリンクサービス

■浮月楼「懐石・吟醸 桟敷 浮殿（うきどの）」
■ 営業時間：[昼食]午前11時30分～午後3時

[夕食]火～土曜/午後5時～午後10時(ラストオーダー午後9時)
日曜/午後5時～午後9時(ラストオーダー午後9時)

■ 定 休 日：月曜日（祝日の場合は昼のみ営業）
■ 電話番号：054-252-0131

伊勢丹アイカードの
ご利用で、メガネスタンドを
先着5名さまにプレゼント

■メガネの春田 呉服町店
■ 営業時間：午前10時～午後7時
■ 定 休 日：水曜日
■ 電話番号：054-255-7041

カードご利用特典

伊勢丹アイカードのご利用で、
三保原屋スタンプカード、
スタンプ2倍

■三保原屋
■ 営業時間：午前10時～午後7時
■ 定 休 日：なし
■ 電話番号：054-252-7111

カードご利用特典

水曜のみ午前10時30分～午後5時
伊勢丹アイカードの
ご利用で、10％割引

■ジョインごとう
■ 営業時間：午前10時30分～午後7時

■ 定 休 日：なし
■ 電話番号：054-252-9763

カードご利用特典

カード
ご利用特典

カード
ご利用特典

使ってオトクな8日間！
エムアイポイントキャンペーン
会期：12月6日（火）～13日（火）

3,000ポイントで1点

静岡市葵区呉服町1-7/〒420-0031/電話054（251）2211大代表/’16
伊勢丹は、朝10時から夜7時まで営業いたします。（8階＝レストランシティは夜9時30分まで営業、ラストオーダーは夜9時。アネックス静岡伊勢丹は夜7時30分までの営業。）12月22日［木］‒24日［土］は全館夜7時30分まで営業。

尚、12月31日［土］は、夜6時までの営業、地階＝食料品のみ朝9時30分から営業いたします。 新年1月2日［月・振替休日］は、朝9時から夜7時までの営業。
※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。

ハンドクリーム（10mL）
5,000ポイントで2点
ハンドクリーム（10mL）+
フェースウォーター（30mL）

10,000ポイントで3点
ハンドクリーム（10mL）+フェースウォーター
（30mL）+クレンジングオイル（30mL）

〈ロクシタン〉
シア ハンドクリーム（10mL）
〈ロクシタン〉のベストセラー。天然の保湿
成分シアバターを20％配合した、大人気
ハンドクリーム。多くの方に愛されて、世界中
で3秒に1つ購入されている〈ロクシタン〉
の大人気アイテムです。

イモーテル エッセンシャル
フェースウォーター（30mL）
贅沢なほどたっぷりのイモーテルエキスと
ローズウォーター・サンフラワーシードオイ
ルを配合。肌のハリをサポートし、弾むよう
なすこやかな肌に。

イモーテル
クレンジングオイル（30mL）
イモーテルオイル、アプリコットオイル、サン
フラワーシードオイルの植物由来の美容
成分をたっぷり含み、使うたびにやわら
かな肌に導く、クレンジングオイル。

七間町・
呉服町・
呉六名店街・
紺屋町名店街の
エムアイカード
加盟店103店舗
（10月現在）が
対象です。

こちらが目印！

期間中は、TLC WAONカードをお持ちください。

TLC WAONカード＆エムアイカード
2枚持つとお得キャンペーン

TLC WAONカード・エムアイカード新規ご入会キャンペーン

2枚持つとお得！ご購入のお客さまにプレゼント進呈2枚持つとお得！「会員さまサービス」

期間中、エムアイカード新規入会は1,000円お買物チケット進呈。
TLC会員新規ご入会で500ポイント進呈。
※TLC会員のご入会は専用申込書をお渡しいたします。
■3階＝特設カウンター

会期：12月6日（火）～13日（火）

会期：12月6日（火）～13日（火） 会期：12月6日（火）～13日（火）
期間中、エムアイカードで5,400円以上
ご購入いただき、TLC WAONカードのご
呈示で先着300名さまに、彩果の宝石
（袋入）を進呈。
※3階＝特設カウンターにてエムアイカードの
控えとTLC WAONカードをご呈示ください。
■3階＝特設カウンター

TLC WAONカードとエムアイカードの
ご呈示で6階＝アイ・ラウンジをご利用
いただけます。
セルフ飲料：お茶・コーヒーサービス

TLCポイントからエムアイポイントへの交換キャンペーン
会期：12月6日（火）～25日（日）
TLCポイントからエムアイポイントヘ交換したお客さまには、交換ポイントに
プラス10％のエムアイポイントをプレゼントいたします。
※ポイントの移行は、TLC会員サイトにて承ります。
※1ポイント未満は切り捨てとなります。
http//:tlc.tokai.jp/

全館のポイントのご利用でのお買あげ額に応じて、

使って、貯めて。5つのオトクをご用意いたしました。

会場静岡伊勢丹：3階＝プロモーションスペース

会期：12月6日（火）～25日（日）

〈ロクシタン〉の人気商品プレゼント！オ　
ク
ト１

食料品フロアでの500ポイント以上のご利用で、
タオルハンカチプレゼント！

エムアイポイントの商店街のお買物ご利用で、オトク！

ポイント3倍！ 相互利用で、ポイントプレゼント！

オ　
ク
ト２

オ　
ク
ト４

オ　
ク
ト５

静岡伊勢丹と各名店街の対象店舗の両方でそれぞれ伊勢丹アイカードを2,000円（税込）
以上ご利用いただいたお客さまに、500ポイントをプレゼント！

カード会員
限定特典

エムアイポイント3倍！
期間中、各名店街の対象店舗で伊勢丹アイカードをご利用いただくと、エムアイポイントが3倍（200円で3ポイント）貯まります。

お持ちの伊勢丹アイカードのポイント残高をご確認ください。

※お一人さま1回限りとさせていただきます。
※オトク②・オトク③との併用はできません。

※一部対象外の商品がございます。

地階＝食料品フロアにて、500ポイント以上お買あげのお客さま、
各色先着1,500名さま、合計3,000名さまに差しあげます。
※食料品各ショップ・レジカウンターでのお渡しとなります。
※なくなり次第終了となります。
※お一人さま1点限りとさせていただきます。
※お一人さま1回限りとさせていただきます。
※オトク①との併用はできません。



2,000ポイントコース

3,000ポイントコース

ポイントのご利用でのお支払いのみお買いあげいただけます！

会場：3階＝プロモーションスペース　※一部商品は各店舗でのお渡しとなります。 ※オトク①との併用はできません。 ※在庫によって当日のお渡しができない商品がございます。
ポイント利用スペシャルセット商品をご用意！

〈肉処 かん田〉静岡県産富士
朝霧牛サイコロステーキ用
（霜降・赤身各130g）・
かん田特製ハンバーグセット
（100g×2） 30セット限り
お渡し日：12月6日（火）～
13日（火）/冷蔵

静岡県産マスクメロン 30点限り（1玉）
お渡し日：12月6日（火）～13日（火）

〈肉処 かん田〉国産黒毛和牛モモステーキ用（150g×2）・
かん田特製ハンバーグセット（100g×2） 30セット限り
お渡し日：12月6日（火）～13日（火）/冷蔵

〈ティア アヴェダ〉
リフレッシュコース
（リップ モイスチェア＋
シャンプー＆ブロー＋
肩ケア+ハンドケア）
10点限り
※担当者の指名は
できません。
詳しくは係員に
おたずねください。

新潟県南魚沼産こしひかり 50点限り （5kg）
お渡し日：12月6日（火）～13日（火）

〈アフタヌーンティー・リビング〉
バス用品詰合せ7点セット 30セット限り

〈肉処 かん田〉国産黒毛和牛霜降ロースすき焼用
20点限り（1kg）
お届け日：12月20日（火）～30日（金）/ご希望日指定可

〈ジョンマスターオーガニック〉
G&Cリーブインコンディショニングミスト＋JMOオリ
ジナルブラシ 20点限り

新潟県産こしひかり 50点限り（5kg）
お渡し日：12月6日（火）～13日（火）

静岡県産みかん 50点限り（約3kg）
お渡し日：12月15日（木）～20日（火）

〈アフタヌーンティー・リビング〉
キッチン詰合せ6点セット 50セット限り

〈ハロッズ〉詰合せセット 100セット限り 
（ハロッズSW1PK SG・ポッシュ パグ クリップパース・Nマグネット 
グリーンマン・アーキテクト ビルディング クリーム コスメ）

5,000ポイントコース

10,000ポイントコース

〈北海道/島の人〉北海道 島の人海鮮バラエティセット 
50セット限り （海鮮漬100g、昆布だしいくら70g、イカの一夜干し、紅ホッケ
（中）×1、ホタテほぐし80g、鮭ほぐし200g、サーモン昆布重ね巻ハーフ×1）
お届け日：12月20日（火）～30日（金）/ご希望日指定可

〈ジョンマスターオーガニック〉
ＡＲオイル＋ヘアスプレー（60mL）＋ＲＡヘアミルク（7mL）
30点限り

〈アフタヌーンティー・リビング〉
キッチン用品詰合せ8点セット
30セット限り

〈ティア アヴェダ〉
頭皮ケアコース
（カット＋ヘッドスパ＋
肩ケア+ハンドケア＋）
20点限り
※担当者の指名は
できません。
詳しくは係員に
おたずねください。

当店看板牛肉「富士朝霧牛」
のサイコロステーキの食べ
比べセットです。人気の手作り
ハンバーグとセットにいたし
ました。

静岡を代表するフルーツ・マスクメロンは香り、甘味
どれをとっても日本一のメロンです。

モモ肉はヘルシーブームの代表格！
人気の手作りハンバーグとセットにいたしました。

新潟県産コシヒカリの中でも、もっとも食味が良く
美味しいと評価が高い南魚沼産です。

a.
やわらかい黒毛和牛のロース肉。ボリューム満点、
集いのメニューにおすすめです。

〈東信水産〉とらふぐ鍋・刺身セット 50セット限り （とらふぐ刺身60g、
本皮20g×1皿、とらふぐちり鍋用400g×1パック、とらふぐ焼ひれ5g×1パック） 
お届け日：12月20日（火）～30日（金）/ご希望日指定可

b.
熊本県天草のミネラル豊富な海で育ったトラフグを、産地で
加工しました。集いの場におすすめのセットです。

新潟県産コシヒカリは、ほどよいモチモチ感と甘味、
香りのバランスがとれた人気のお米です。

美味しさを追求するため、通常より摘果を多くすることで
実に多くの栄養分と旨味成分が詰まったみかんです。

北海道から北の海の幸を詰め合せたボリューム満点
のセットです。

〈東信水産〉
ロシア産ボイルタラバガニ（1肩） 50点限り
お届け日：12月20日（火）～30日（金）/
ご希望日指定可

食べ応えのあるタラバガニ。そのままでも、鍋に入れて
いただいても美味しく召しあがれます。

〈夕張あきんど屋〉デラックス北海道農産セット（北海道産米/
ゆめぴりか・ななつぼし×各2kg、十勝インカの目覚め1kg、真狩産北あかり
1kg、栗山町産さらさらレッド玉ねぎ1kg、岩見沢市産玉ねぎ1kg）
50セット限り お届け日：12月22日（木）～25日（日）/
着日指定不可

北海道を代表する人気米「ゆめぴりか」「ななつぼし」
をはじめ、北の大地の味覚を詰め合せました。

オ　
ク
ト３

冷蔵便 配送のみ

冷蔵便 配送のみ

〈ボンルパ〉イタリア赤ワイン6本セット
30セット限り（赤/720㎖×6本）
お届け日：12月20日（火）～30日（金）/ご希望日指定可

c. イタリアを代表するバローロ、キャンティクラシコを含む
赤ワインのセットです。

d. 〈ティア アヴェダ〉アヴェダコース
カット+AVEDAカラー+トリートメント 10点限り
（天然処方成分によりカラーの抜け毛を防ぎます。カット・カラー
トリートメントのスペシャルコースです。）
※担当者の指名はできません。詳しくは係員におたずねください。 

※20歳未満の方の飲酒は法律で禁止されています。

配送のみ 配送のみ 配送のみ
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