
期間 ブランド名 アイテム OFF率

２階 婦人雑貨 婦人雑貨 2月26日(水)～3月10日(火) ターラ・ブランカ

パシュマ

デコレーションデザイア 帽子 10% ※１点11,000円以上(税込)に限ります。

サマンサタバサプチチョイス 財布 10% ※１点5,500円以上(税込)に限ります。

ゲンテン 財布 10%

ジルスチュアート

ニナリッチ

ニナニナリッチ

マーガレットハウエル

ボナベンチュラ

ラルコバレーノ

3階 婦人雑貨 アクセサリー 2月26日(水)～3月3日(火) ココシュニック アクセサリー 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。
スタージュエリー

2月26日(水)～3月17日(火) アガタ パリ アクセサリー 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。
ザ・キッス　センチュリオン

サマンサティアラ

パンドラ

フェスタリア　サンクチュアリ

ミスティ

シューズ&バッグス シューズ 2月26日(水)～3月3日(火) ジーエイチバス シューズ 10% ※ケア用品は除きます。

ジョーヤ

ディエゴベリーニ

ファビオルスコーニ

ペルティニ

ミスターミニット 修理 10% ※店頭靴修理・合鍵作成のみ対象です。

2月26日(水)～3月10日（火） ウォーターマッサージ シューズ 10% ※ケア用品は除きます。

エコー

銀座ヨシノヤ

2月26日(水)～3月17日(火) アディダス オリジナルス シューズ 10% ※ケア用品は除きます。

イング

ヴィタノーバ

ウニサ

クロールバリエ

コール ハーン

シャテル シューズ 10% ※ケア用品・イニシャルオーダーは除きます。

スプリングコート シューズ 10% ※ケア用品は除きます。

スペルガ

デイト

中山靴店

バーウィック

バークレー

ビューウォーク

ビューフォート

ペリーコ

ボントレ

メフィスト

メリッサ

ヨシト

ヨシト デ オランジェ

リズ ラフィーネ

ルカグロッシ

ルコック スポルティフ

ロートルショーズ

ロックポート

3月11日(水)～17日(火) ジェオックス シューズ 10% ※ケア用品は除きます。

スタッカート

ハンドバッグ 2月26日(水)～3月3日(火) ケイト・スペード ニューヨーク バッグ 特別ご優待 ※ケア用品・時計は除きます。※詳しくは係員におたずねください。

ゲラルディーニ バッグ 10%

ラシット

2月26日(水)～3月10日(火) ゲンテン バッグ 10%

2月26日(水)～3月17日(火) ア ヴァケーション バッグ 10%

ヴィオラドーロ

サザビー

スタウド

ストラスベリー

ダンス レンテ

ロベルタ ピエリ

ヒロフ

ユゼフィ

ワンドラー

3月4日(水)～10日(火) フルラ バッグ 特別ご優待 ※詳しくは係員におたずねください。

キレイテラス 婦人肌着・リラクシングウェア 2月26日(水)～3月3日(火) カルバンクライン ランジェリー 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

フリープ

ランジェリーク

キッドブルー リラクシングウェア 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

ナナデエコール

プライベートスプーンズクラブ

4階 婦人服 ザ・クローゼット 3月6日(金)～10日(火) ラ・エフ 婦人服 10%

ロートレアモン

スタイルアップデート 2月26日(水)～3月10日(火) M-プルミエ＆アベニールエトワール 婦人服 10%

エレンディーク

ミディウミ
2月26日(水)～3月3日(火) ハッピープラス 婦人服 10%

バンヤードストーム

マイケル・コース

ロペ

シネマ アッシュ・ペー・フランス アクセサリー 10%

2月26日(水)～3月10日（火） アート・ラボ フレグランス雑貨 10%

オーセンティックスタイル 2月26日(水)～3月1日(日) モガ 婦人服 10%

3月5日(木)～10日(火) コムサ・プラチナ 婦人服 10%

ブラックフォーマルサロン 2月26日(水)～3月10日(火) ブラックフォーマルウェア 婦人服 10% ※雑貨は除きます。

リフォームラボ 3月11日(水)～17日(火) リフォームラボ お直し 10% ※毛皮、レザー、鞄、着物、オーダー、かけつぎは除きます。

※1点3,300円以上(税込)に限ります。
大きいサイズのクローバー 2月26日(水)～3月3日(火) アズ　ノゥ　アズ オオラカ 婦人服 10%

サブストリート マイスタンダード L・SL

ローズティアラ

2月26日(水)～3月10日(火) バンヤードストームＬ 婦人服 10%

3月5日(木)～10日(火) コムサ・コンフォート 婦人服 10%

※１点11,000円以上(税込)に限ります。

※１点11,000円以上(税込)に限ります。

フロア

ストール 10%

エムアイカード会員の皆さまのための特別ご優待 
■2月26日（水）～3月17日（火）■ジェイアール京都伊勢丹＝2～10階 

各階でお買いあげ金額から10～20％のご優待をご用意しております。（セール品を除く） 

 ※一部除外品がございます。※一部対象外のカードがございます。※エムアイ友の会お買物カード、その他優待との併用はできません。 

※詳しくは係員におたずねください。※「エムアイカード」はエムアイカード プラス、三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD等の総称です。 



５階 婦人服 スタンダード＆モダン 2月26日(水)～3月1日(日) レキップ 婦人服 10%

2月26日(水)～3月3日(火) オールド イングランド 婦人服 10%

グランマ ママ ドーター

ケイ ハヤマ プリュス

スタンダード＆モダンSPOT

スタンプアンドダイアリー

ピュアルセシン

マーブルシュッド 婦人服 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

3月5日(木)～11日(水) プレシャスマイルド 婦人服 10%

3月11日(水)～15日(日) プランテーション 婦人服 10%

モード 2月26日(水)～3月3日(火) ザディグ エ ヴォルテール 婦人服 10%

ヴィヴィアン・ウエストウッド レッドレーベル 婦人服 10% ※ウェアのみ対象となります。

2月26日(水)～3月17日(火) アー.ペー.セー. 婦人服 10%

アンスリード

モスキーノ

リ・スタイル

3月4日(水)～10日(火) シビラ 婦人服 10%

ディーゼル

カラーフォーマルサロン 2月26日(水)～3月17日(火) カラーフォーマルウェア 婦人服 10% ※雑貨は除きます。

小さいサイズのストロベリー 2月26日(水)～3月10日(火) ベルボニータ 婦人服 10%

3月5日(木)～10日(火) コムサ・プラチナ S 婦人服 10%

6階 紳士服 カジュアルウェア 2月26日(水)～3月17日(火) ボンクラ他 紳士服 10%

ビジネスウェア 2月26日(水)～3月17日(火) ティモシー エベレスト　ロンドン 紳士服 10%

ドレスシャツ＆ネクタイ ネクタイ 10%

メジャーメイドスーツ 2月26日(水)～3月17日(火) メジャーメイドスーツ 紳士服 10%

紳士洋品雑貨 バッグ＆ラゲッジ 2月26日(水)～3月17日(火) オフィチーナ・ティベリオフェレッティ バッグ 10%

ザネラート

ダニエル＆ボブ

レザーグッズ 2月26日(水)～3月17日(火) アンダーソンズ ベルト 10%

エッティンガー レザーグッズ 10%

ブルックリン

メンズ雑貨 2月26日(水)～3月17日(火) キジマタカユキ 帽子 10%

シンパシーオブソウル ジュエリー 10%

ロンワンズ

紳士靴 2月26日(水)～3月17日(火) クロケット＆ジョーンズ 紳士靴 10%

チーニー

８階 和洋食器 2月26日(水)～3月17日(火) 香蘭社 和食器 15% ※合計3,300円以上（税込）に限ります。

深川製磁

クチポール カトラリー 10% ※合計3,300円以上（税込）に限ります。

アラビア 洋食器 10% ※合計3,300円以上（税込）に限ります。

イッタラ

リーデル

ビレロイ＆ボッホ 洋食器 15% ※合計3,300円以上（税込）に限ります。

リチャード ジノリ

ナルミ 洋食器 20% ※合計3,300円以上（税込）に限ります。

ノリタケ

キッチン用品 2月26日(水)～3月17日(火) ル・クルーゼ キッチン用品 10%

ストウブ キッチン用品 20%

ティファール

ビタクラフト

柳宗理

アラジン 調理家電 10%

デロンギ 調理家電 20%

ブルーノ

ラッセルホブス

レコルト

京セラ 包丁・キッチンバサミ 20%

日本橋木屋

ヘンケルス

ー エプロン 20%

ー スリッパ 20% ※1点1,100円以上(税込)に限ります。

ー キッチンマット 20%

寝具 2月26日(水)～3月10日(火) 西川 寝具 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

― ナイトウェア
タオル・バス・トイレタリー 2月26日(水)～3月10日(火) イトグミ タオル セレクション ウェア・タオル 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

― タオル 10% ※1点1,100円以上(税込)に限ります。

― バス・トイレタリー 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

インテリア 2月26日(水)～3月3日(火) パレフローラ アレンジメントフラワー 10% ※合計3,300円以上(税込)に限ります。

近沢レース 雑貨 10%

2月26日(水)～3月10日(火) ― 絨毯 10%

ギフトサロン・しきたりサロン 2月26日(水)～3月10日(火) 仏壇・仏具 仏壇・仏具 10%

９階 スポーツウェア 2月26日(水)～3月17日(火) アディダスゴルフ ゴルフウェア 10% ※合計5,500円以上(税込)に限ります。

スポーツミツハシ スポーツウェア 10% ※1点5,500円以上(税込)に限ります。

3月4日(水)～17日(火) アダバット ゴルフウェア 10% ※1点3,300円以上(税込)に限ります。

トラベル 2月26日(水)～3月3日(火) サムソナイト スーツケース 10%

2月26日(水)～3月17日(火) エース スーツケース 10%

ビューティ＆リラクゼーション 2月26日(水)～3月3日(火) フォンテーヌ ウイッグ・トップピース 10%

呉服 2月26日(水)～3月17日(火) 呉服 きもの・帯 20% ※1点33,000円(税込)以上の商品に限ります

和装小物 10% ※1点3,300円(税込)以上の商品に限ります。

宝飾 2月26日(水)～3月17日(火) ニーシング ジュエリー 10%

ファッションジュエリー ジュエリー 10% ※〈ショパール〉〈ミキモト〉は除きます。

ブライダルジュエリー

時計 2月26日(水)～3月17日(火) インポートウォッチ 10% ※〈グッチ〉〈ショパール〉は除きます。

ファッションウォッチ 10%

バンド 10%

メガネサロン 2月26日(水)～3月10日(火) ー フレーム・レンズ 10% ※エムアイカード ゴールド会員さまに限ります。
１０階 趣味雑貨 額装品 2月26日(水)～3月17日(火) 額装品 10% ※1点11,000円以上(税込)に限ります。

オーダーフレーム ※エムアイカード　ゴールド会員さまに限り、20％OFFとなります。

和雑貨 2月26日(水)～3月10日(火) 圓 久留米絣ウェア 10% ※エムアイカード　ゴールド会員さまに限ります。　※1点33,000円以上(税込)に限ります。

スポーツウェア/

トラベル/

ビューティ＆リラク

ゼーション

呉服/

宝飾･時計/

メガネ

寝具・インテリア/

商品券・ギフトサ

ロン

家庭用品

アートステーション

時計


