
伊勢丹ブライダルクラブのご案内 エムアイカード プラスのご案内

ご結婚のあらゆる シーンをサポートいたします。

ご入会案内

2 3

入会資格　
ご結婚がお決まりの方で、ご本人名義のエムアイカード プラスをお持ちの方

 エムアイカード プラス（伊勢丹アイカード・三越 M カード・エムアイカード等を含む）
   ※三越伊勢丹グループ百貨店のご利用で 5～10%ポイントがたまるカード

入会金　無料

有効期限　
〈挙式日・入籍日がお決まりの方〉
お申込み日から、挙式日・入籍日の1年後の月末まで
〈挙式日・入籍日がお決まりでない方〉
お申込み日から3カ月後の月末まで ※お決まりになりましたら、有効期限を更新いたします。

メンバーズ特典　
特典をご利用いただける伊勢丹ブライダルクラブカードを発行いたします。
リングから衣裳、エステティック、そして新生活用品まで。
幅広いアイテムがメンバーズ特典価格でお求めいただけるほか、
各種サービスをご用意しています。

対象ショップ（一部除外品あり）でのお買物にブライダルクラブ特典（10％ご優待/一部5％ご優待）
がございます。ブライダルクラブご優待後の価格より、さらにエムアイカード プラスのポイン
ト特典の対象となります。
※エムアイカード プラス登録の住所・氏名等のご変更がございましたら、エムアイカードカウンターまでご連絡
　ください。

婚礼全般に関するご相談
（ウエディングドレス含む）
新宿店本館7階＝イセタン ブライド
電話：03（3352）1111大代表

ご入会や特典に関するお問合せは、エムアイカードカウンターへ
ご入会は、エムアイカードホームページからもお申込みいただけます。

1.三越伊勢丹グループ百貨店でのお買物で5・8・10％ポイント特典

3.貯まったポイントは次のお買物から
　　1ポイント＝1円として使えます
　　  ※一部ポイント利用除外の商品・サービスがございます。

4.入会初年度年会費無料※家族会員さまは年会費無料
　  ※本会員さまは、2年目以降、2,000円+税を頂戴します。
　  ※ゴールドカード本会員さまは初年度より10，000円+税、家族会員さまは2,000円+税を頂戴します。
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 その他のご案内

儀式を重んじる三越伊勢丹が、長年お客さまから寄せられた年中行
事に関するご質問・ご相談を紡ぎあげ一冊の書籍にいたしました。
古くから受け継がれている年中行事のい
われや由縁を、美しい写真やエピソード、
豆知識とともにご紹介するビジュアル
ブックです。

こころに残る写真をお届けしている伊勢丹写真室では、ご家族の絆を
テーマに記念撮影を承っております。成人式・七五三などご家族での
お祝いの記念にぜひ、ご利用ください。
（六ツ切1枚/ベージュ台紙付）

■パークシティ3･3階＝伊勢丹写真室１
■パークシティイセタン2･2階＝伊勢丹写真室2

三越伊勢丹 日本の年中行事 暮らしアルバム 伊勢丹写真室

※伊勢丹各店ギフトサロンにて販売しております。

伊勢丹写真室コールセンター 電話（03）3225-2814（直通）

●1冊 1,404円（本体1,300円）
　18,576円（本体17,200円）から

 商品券のご案内
● 伊勢丹商品券

〈伊勢丹で、全国の百貨店で、お使いいただけます〉

● 全国百貨店共通商品券

◎商品券の種類：1,000円・10,000円・100,000円の3種類。お贈りする金額に応じて
　組合せいたします。
◎伊勢丹各店の商品券ショップにてお求めいただけます。
◎ご利用いただけるお店（詳しくは係員におたずねください）
■伊勢丹各店 ■伊勢丹ギフトショップ ■伊勢丹海外店（一部を除く） ■伊勢丹関連ショップ
■三越各店 ■岩田屋各店 ■丸井今井各店
※商品券は非課税です。商品券のご購入は現金のみのお取り扱いとなります。
※商品券は郵送・インターネットでのご注文は承れませんのでご了承ください。

北海道から沖縄まで約400店でご利用いただける便利な商品券です。
◎種類 ： 1,000円
※ご利用いただける約400店は日本百貨店協会に加盟している百貨店の店舗です。
　ご利用店一覧をご用意させていただいております。
※商品券は非課税です。商品券のご購入は現金のみのお取り扱いとなります。
※商品券は郵送・インターネットでのご注文は承れませんのでご了承ください。
※詳しくは商品券ショップでおたずねください。

● カード型商品券「百貨店ギフトカード」
釣り銭の受け渡しや、サインの手間のないカード型商品券です。
百貨店ギフトカードは店頭商品券ショップのみでのお取り扱いとなります。

◎カードの色：4色（白・赤・黒・金）
◎種類：5,000円・10,000円・20,000円・30,000円・　    
　50,000円の5種類

※ご利用いただける百貨店は係員におたずねください。 ※百貨店ギフトカードは非課税です。百貨店ギフトカードのご購入は現金のみのお取り扱いとなります。
※郵送・インターネットでのご注文は承れませんのでご了承ください。 ※詳しくは商品券ショップでおたずねください。

伊勢丹アイカード会員募集中

 伊勢丹アイカードのご案内

●伊勢丹アイカード ７つの特典

●ご来店でのご入会
伊勢丹各店のカードカウンターにて承ります。
カードはお申し込み当日にお渡しすることも可能です。
※当日発行は、一部店舗では承れません。ご本人さま確認書類をお持ちください。

●ホームページからご入会
カードのお受け取りは、伊勢丹各店へのご来店または
ご郵送のいずれかをお選びいただけます。
※ご郵送は約2週間後になります。 詳しくはエムアイカードホームページをご覧ください。

▲

貯まったポイントは次のお買物から

1ポイント＝1円として使えます

百貨店のお買物が年間200万円（税込）以上で

ボーナスポイントを進呈

三越伊勢丹グループ各ショップでのお買物も

100円ごとにポイントの特典

一品3,000円＋税 未満、食料品・レストラン・喫茶のご利用時
100円（税抜）につき1ポイントが貯まります。
※ 一部のショップ・ブランド品、セール品・送料・加工料等はエムアイポイント特典除外品となります。

提携企業の

マイルやポイントと交換できます

百貨店のお買物で5・8・10％ポイント特典

2

1 3

5

6

4

※2年目以降は、2,000円＋税を頂戴します。初年度年会費無料7

国内外のVisa加盟店、アメリカン・エキスプレス・カード
加盟店でのご利用では

200円（税込）につき1ポイントの特典

カード特典が2016年4月6日（水）［予定］より新しくなります
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前年の年間お買いあげ額
30万円（税込）未満

※ゴールドカードにご入会いただくと、初年度 8% ポイントが貯まります。

うれしいサービスや特典が満載のエムアイカード プラス。
さまざまなシーンで皆さまの暮らしをサポートします。

エムアイカード プラスの特典

※三越伊勢丹グループ百貨店でのポイント率に関する注意事項
・食品、レストラン・喫茶、一部売場、一部商品 ( 選べるギフトなど ) 一品 3,000 円（税抜）未満の商品は1%
　ポイントとなります。（ただし商品によってポイント付与対象外となる場合がございます。）
・セール品、福袋、送料、お仕立て代、加工料、修理代、箱代、一部ブランド、特定商品（ギフト券各種、ゲーム     
　機本体、チャリティ品など）などはポイント対象外となります。
・ポイント率、ポイントの適用については、各売場にてご確認ください。
・前年の年間お買いあげ額に応じてポイント率が変わります。
・ボーナス1回払いの場合は、1% ポイントとなります。
・株主様ご優待カードとの併用時は、エムアイポイント付与対象外となります。またお支払いにポイントは  
  ご利用いただけません。

2.エムアイカード プラスでの決済時に現金払いでもポイントが貯まります。
　　

婚礼準備
・ドレス、和装
・ブライダルエステ

・ブーケ、ブートニア・記念写真

新生活
・内祝

・新居の準備

結納・婚約
・結納品（関東式）
・エンゲージリング、
  マリッジリング

・都内を中心にした約90の
提携会場をご紹介

・下見予約、特別プランのご紹介

式場予約顔合せ
・ご両家顔合せ会場のご紹介

お問合せフォーム
伊勢丹ブライダル コンシェルジュサイトから、ご婚礼全般について
また伊勢丹ブライダルクラブに関するお問合せを承っております。
お問合せフォームはこちら。
www.///

リングに関するご相談
新宿店本館1階＝アクセサリー
新宿店本館4階＝ジュエリー
（ブライダルアテンダント）
電話：03（3352）1111大代表

貸衣裳に関するご相談
(洋装・和装・列席衣装)
パークシティ3　2階＝貸衣裳「グランジュール」
電話：03（3354）6105（直通）

メンズフォーマルウエアに関するご相談
新宿店メンズ館5階＝フォーマル
電話：03（3352）1111大代表

ご相談 ご予約

ウエディングドレスご試着予約 レンタル婚礼衣装のご試着予約

ブライダルリング
アテンドサービス（本館1階）

ブライダルリング
アテンドサービス（本館4階）

ウォッチ
アテンドサービス

QR

ご利用の際には伊勢丹ブライダルクラブメンバーズカードをご提示ください。
※ご贈答品（引出物・引菓子）・セール品などは対象外とさせていただきます。
ただし、☆マークの商品、ご結婚の内祝ギフトはご優待の対象となります。

※ブライダルクラブの特典は、ご来店時のご利用のみ対象となります。
オンラインストアでのお買いあげは対象外とさせていただきます。
※お支払いは、エムアイカードプラスのみとなります。
※ブライダルクラブの特典に加え、 マークのついた1品3,000円（税抜）以上の商品は、
エムアイポイント5・8・10％特典がございます。　
※ マークの商品は、100円（税抜）ごとにエムアイポイント1%の特典がございます。 ※♥マークのショップにはブライダルクラブ入会用紙がございます。

伊勢丹ブライダルクラブメンバーズ特典

対象商品単品価格3,850円以上

ブライダルクラブ
ご優待率

5・10％

10％

10％

10％

10％

10％☆

10％☆

10％☆

10％☆

10％☆
10％☆

5％

10％

10％

10％☆

10％

5・10％

5・10％

5・10％

エムアイ
ポイント

新宿店本館7階

新宿店本館1階

新宿店本館3階

新宿店本館4階

新宿店本館6階

新宿店本館5階

ショップ

印刷

呉服

婦人
ブラックフォーマル

アクセサリー

マ・ランジェリー

ジュエリー

ギフトサロン

イセタン ブライド

ウォッチ

リビング用品

美術

対象商品

披露宴の招待状・ご結婚後の挨拶状
（一部ブランド対象外）

着物・帯・和装小物
（道明の帯締め、かづら清老舗の髪かざり
など一部除外品あり）

エンゲージリング・マリッジリング
（一部除外品あり）

ブライダルインナー
（ワコール・トリンプ）

ブラックフォーマル（一部除外品あり）

エンゲージリング・マリッジリング
（除外ブランド/ティファニー、カルティエ、ブルガリ、
ヴァン クリーフ＆アーペル、シャネル、グラフ、ショーメ、ブ
シュロン、フレッド、タサキ、ピアジェ、ウェレンドルフ、ポ
メラート、アッシュ・ペー・フランス ビジュー、レポシなど）

結納品（セット商品のみ）・演出小物

ソシエブライダル
ブライダルコース特別ご優待券プレゼント

ウォッチ
（除外ブランド/オメガ、ウブロ、チューダー、ロ
レックス、パテック フィリップ、フランク ミュ
ラー、ブレゲなど）※対象ブランド一部除外品
あり

カーテン・カーペット（一部除外品あり）

リビング・ダイニング家具・
和家具・小物家具・照明
（TIME＆STYLE他一部除外品あり）

タオル・寝具・和洋食器
（除外ブランド/石けん、セレクトギフト他）

ベッド・ベッド用品
（一部除外品あり）

タオル・バス用品
（一部除外品あり）

布団・枕・寝具小物・ナイトウェア
（一部除外品あり）

和食器（一部除外品あり）

洋食器（一部除外品あり）

家電（一部除外品あり）

アート＆フレーム/額装品

キッチン用品（一部除外品あり）

※ブライダルクラブ除外ブランドのうち、
一部ポイント特典対象ブランドがございます。

対象商品単品価格3,850円以上

     

対象商品

革小物･ジュエリー（一部除外品あり）

ドレスシャツ（一部除外品あり）
カフリンクス･タイバー･チーフ（一部除外品あり）

スーツ（一部除外品あり）

スーツ（一部除外品あり）

ブーケ･ブートニア･贈呈用花束
（合計55,000円以上）

ブライダルクラブ
ご優待率

5％・10％

5％・10％

10％

10％

5％

対象商品単品価格（各ショップ別）

対象商品単品価格3,850円以上

スーツケース（一部除外品あり）

ジュエリー（一部除外品あり）

カフリンクス・タイバー（一部除外品あり）

ブーケ、ブートニア、贈呈用花束
（ニコライ バーグマン フラワーズ & デザイン）
55,000円以上

CK カルバン・クライン

スーツ（対象ブランド/ポール・スミス コレクション、
ポール・スミス）

スーツ（除外ブランド/キートン、ポール・スチュアート、
アクアスキュータム、マッキントッシュロンドン他）

メイド トゥ メジャースーツ

フォーマルウェア

オーダーメイドスーツ

対象商品

新宿店メンズ館
1階

ジュエリー

新宿店メンズ館
5階

新宿店メンズ館
8階

イセタンメンズ
レジデンス

新宿店メンズ館
6階

メンズ
コンテンポラリー

旅行鞄新宿店本館地下1階

カフリンクス

新宿店メンズ館7階

メンズ
テーラード
クロージング

メンズ
オーセンティック

メイド トゥ メジャー

フォーマル
オーダーメイド

ショップ

ブライダル コース

ブライダルコース

全グランドメニュー

ブーケ・ブートニア・
贈呈用花束22,000円以上

婚礼衣裳（洋装・和装・小物を含む）・
結納用振袖
貸衣裳11,000円以上（販売品は除く）

撮影されたお写真を
2L判（約17.8cm×12.7cm）の
額入りにしてプレゼント

対象商品

パークシティ3
地下1階

クラランス 
スキン スパ

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

マリコール

パークシティ3
1階

生花
「第一園芸」

パークシティ3
2階

貸衣裳
「グランジュール」

パークシティ3
3階

伊勢丹会館8階

伊勢丹写真室
新宿店

伊勢丹写真室
伊勢丹会館店

ショップブライダルクラブ
ご優待率

5％

5％

10％

5％

10％

ブライダルクラブ
ご優待率

10％

10％

5％

5％

5％

10％

10％

10％

10％

10％

ショップ

メンズアクセサリー

イセタンサローネ
メンズ

ドレスシャツ･タイ

ビジネスクロージング

メイド トゥ メジャー

ニコライ バーグマン
フラワーズ&デザイン

エムアイ
ポイント

エムアイ
ポイント

エムアイ
ポイント

※個々のショップにより一部対象外の商品もございます。詳しくは各ショップの係員にお問い合わせください。
※改装等により、対象ショップ・ブランドが移動または変更となる場合がございます。
※価格はすべて税込です。　　　　　　　　　　

伊勢丹新宿店でお申込みいただいたブライダルクラブメンバーズカードは、イセタンサローネ 
メンズ・日本橋三越本店・銀座三越でもご利用いただけます。

※伊勢丹新宿店以外のご優待対象品、ご優待率につきましては、各店までお問い合わせください。

2020.2現在

おふたりがご自宅でお使いいただく商品に、特別なご優待がございます。
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