東京ミッドタウンプレミアムカード《セゾン》
（2019年3月末発行終了）

プレミアムカードのご提示で受けられる特典です。
※優待を受ける際は、
お会計時にカードをご提示ください。
※飲食店の場合は、
ご注文時にカードをご提示ください。
※他特典・割引等、他サービスとの併用はできません。
※東京ミッドタウン日比谷はサービス対象外です。
※掲載の情報は2020年4月1日現在のものになります。
※プレミアムカード限定優待は2022年3月末で終了させていただきます。

プレミアムカード限定特典
ザ・リッツ・カールトン東京 ご優待サービス

ご宿泊をはじめ、
ダイニング・スパをご優待価格でご利用いただけます。

●

※ご予約の際に必ず東京ミッドタウンプレミアムカード《セゾン》会員である旨、
お申し出ください。
※東京ミッドタウンプレミアムカード《セゾン》でお支払いの場合に限ります。

ご宿泊料金10％OFF

●

※ベストアベイラブルレートからの割引となります。

お食事料金14％OFF
（お飲物含まず）

Service

サービス

uka

ウカ
〈ガレリア2F〉
TEL.03-5413-7236

施術料１０％ＯＦＦ

写真スタジオ hｏllｙｈｏｃｋ

シャシンスタジオ ホリーホック
〈ガレリア2F〉
TEL.03-6447-0354

33,000円（税込）以上お買い上げの方、

配送料無料
（複数可）
+
キャビネサイズプリント1枚プレゼント

●

［対象店舗］
フレンチダイニング
「アジュール フォーティーファイブ」/コンテンポラリーグリル「タワーズ」/チョコレート&ペス
トリー
「ラ・ブティック」
（イートインのみ対象となります）/会席・寿司・天麩羅・鉄板焼「ひのきざか」/ザ・ロビーラウンジ/
ザ・バー/ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ
（イートインのみ対象となります）

トリートメント料金10％OFF

●

［対象店舗］
ザ・リッツ・カールトン スパ 東京

駐車場3時間無料サービス

駐車場事前精算機および出口精算機に東京ミッドタウンプレミアムカード
《セゾン》
を挿入すると1日3時間まで無料になります
（1日1回）
。

グラン マリコール

〈ガレリア2F〉
TEL.03-6440-0056

化粧品5%OFF
施術料1０%OFF
初回ご来店時サンプルプレゼント
※キャンペーン品・オプション対象外

※他のキャンペーン､サービス､割引との併用不可

ナチュラルボディ

〈ガレリア2F〉
TEL.03-6804-1761

施術料金１０％OFF

●

サントリー美術館/21̲21DESIGN SIGHT ご入館券プレゼント
●

定期的に展覧会入場券をお届けします。

各種イベント・キャンペーンにご招待
●

東京ミッドタウン
（六本木）
で開催される各種イベント・キャンペーンにご招待いたします。

※DM送付可の場合のみ

三井ショッピングパークポイント

お買物、お食事でのお支払いの際にカードをご提示いただくと、お支払額税抜100円
（総額110円）につき、三井ショッピングパークポイント1ポイントをプレゼントいたします。
※お支払いの際に必ずカードのご提示をお願いいたします。※カードをご提示いただけない場合はポイントを付与できませんのでご注意ください。

ポイント対象外店舗及び施設
［施設］
ザ・リッツ・カールトン東京／21̲21 DESIGN SIGHT／サントリー美術館
（shop×cafe含む）
／Tokyo
（フジフイ
Midtown Design Hub／東京ミッドタウンクリニック／さくら薬局／ASTALIFT ROPPONGI
ルム ヘルスケアショップ）
／東京ミッドタウン
（六本木）
以外の三井ショッピングパークポイント対象施設
［店舗］
HARRY WINSTON
（ガレリア1F）
／Precce Premium
（ガレリアB1：スーパーマーケット）
／
Billboard Live TOKYO（ガレリア4F：クラブ＆レストラン）／ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ
（ミッドタウン・タワー1F）
［教室］
ポピンズ アクティブラーニングスクール
（ガレリア2F）
駐車料金／送料／税金／イベント販売／スターバックスカード・nanacoカードなどのチャージ料金 等
［その他］
※ポイント対象店舗およびポイント対象外店舗は変更になる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※東京ミッドタウンプレミアムカード《セゾン》は東京ミッドタウン
（六本木）
のみポイント付与・ご利用が可能となります。

ポイントの積立・有効期間について
●保有ポイン
ト数・有効期限はお買い上げポイントレシート、およびMyページ
（会員専用WEBサイト）
にてご確認
いただけます。●ポイントの積立期間・有効期間はカード入会日によってお客様ごとに異なります。●ポイントは入
会月
（初回お買い上げ日）
より翌年の入会前月末日
（初回お買い上げ日の前月末日）
までを1プログラム年度とし
て累計し、当該プログラム年度で獲得したポイントは翌プログラム年度末まで有効となります。※東京ミッドタウン
プレミアムカード《セゾン》のお客様は毎年4月から翌年3月末までを1プログラム年度とさせていただいております。

グランラフィネ

〈ガレリア2F〉
TEL.03-3405-6621

キャンペーン以外のコース１
０％ＯＦＦ
※バリュアブルカード等他割引併用不可

Other

3,300円（税込）以上のブーケ、
アレンジメントを
前日までにご注文の方に、

お花を15%増量

その他のご優待サービス

21̲21DESIGN SIGHT

トゥーワン・
トゥーワン・デザインサイト TEL.03-3475-2121

入館料の一般料金より2００円割引
※カード会員ご本人様のみ

サントリー美術館 TEL.03-3479-8600
入館料１００円引き
shop × cafｅショップ バイ カフェ
●shop
：サントリー美術館オリジナルグッズ

10%OFF

cafe：飲食5%OFF

※ただし物販は除く
※展示替期間の火曜日は定休日となります
●

レ ミルフォイユドゥリベルテ

〈ガレリアB1〉
TEL.03-6721-1088

ヘルスケアショップ TMMC Plus

ヘルスケアショップ ティーエムエムシープラス
〈東京ミッドタウンクリニック同フロア/ミッドタウン・タワー 6F〉
TEL.03-5413-7913

ドクター監修サプリメント・化粧品
購入金額合計から１
０％ＯＦＦ
※一部商品
（食品）
は除く

ASTALIFT ROPPONGI

（フジフイルム ヘルスケアショップ）
アスタリフトロッポンギ
〈ミッドタウン・ウェスト1F「FUJIFILM SQUARE」〉
TEL.03-6271-3356

5%ＯＦＦ

※一部除外品あり

外貨両替トラベレックス

〈ミッドタウン・タワー3F〉
TEL.03-3408-2280

特別優遇レートでのご案内

プレミアムカードのご提示で受けられる特典です。

※優待を受ける際は、
お会計時 にカードをご提示ください。※飲食店の場合は、
ご注文時にカードをご提示ください。
※他特典・割引等、他サービスとの併用はできません。※東京ミッドタウン日比谷はサービス対象外です。
※掲載の情報は2020年4月1 日現在のものになります。※プレミアムカード限定優待は2022年3月末で終了させていただきます。

Restaurant & Bar
OBICÀ
MOZZARELLA BAR
オービカ モッツァレラバー
〈プラザ１F〉
TEL.03-5772-1472

レストラン＆バー

5％OFF

ランチタイム限定

orangé

オランジェ
〈プラザ1F〉
TEL.03-5413-3600

ウェルカムドリンク

（スパークリングワインまたは
ノンアルコールカクテル）

1杯サービス

※ノンアルコールカクテルは、1枚で最大3名様
※ご注文時にカードご提示 ※お食事の方のみ

THE COUNTER 六本木

ザ・カウンター ロッポンギ
〈ガーデンテラスB1〉
TEL.03-5413-6171

Ｓ
Ｉ
Ｌ
ＩＮ 火龍園

シリン / ファン・ロン・ユェン
〈ガーデンテラス２F〉
TEL.03-5413-0088

鉄板焼ステーキ 喜扇亭

テッパンヤキステーキ キセンテイ
〈ガーデンテラス3F〉
TEL.03-5413-7988

NIRVANA New York

ニルヴァーナ ニューヨーク
〈ガーデンテラス1F〉
TEL.03-5647-8305

まるや本店

マルヤホンテン
〈ガーデンテラス3F〉
TEL.03-5843-1708

Le Pain Quotidien

ル・パン・コティディアン
〈プラザ１F〉
TEL.03-6804-5879

ROTI American
Wine Bar & Brasserie

ロティ アメリカン ワインバー アンド ブラッセリー
〈ガーデンテラス1F〉
TEL.03-5413-3655

5%OFF

ランチタイム 500円ＯＦＦ

食後のお茶サービス

お食事ご注文の方

お土産プレゼント
平日ランチタイム限定
ランチブッフェ

２，
600円（税込）⇒１，
800円（税込）
お食事ご注文の方

季節のアイスクリームを
サービス
ディナータイム限定
お食事ご注文の方

10％OFF

平日ランチタイム限定
（11：00〜15：00）

10％OFF

Food & Cafe
お肉の専門店 スギモト

オニクノセンモンテン スギモト
〈ガレリアB1〉
TEL.03-6804-1329

粥茶館 糖朝

カユサカントウチョウ
〈ガレリアB１〉
TEL.03-5785-2638

SAKE SHOP 福光屋

サケショップ フクミツヤ
〈ガレリアB１〉
TEL.03-6804-5341

サン・フルーツ

〈ガレリアB1〉
TEL.03-5647-8388

DEAN & DELUCA CAFE

ディーン＆デルーカ カフェ
〈プラザB1〉
TEL.03-5413-3585

デリー

〈ガレリアB1〉
TEL.03-5413-7278

日本橋海鮮丼
つじ半 2020年初夏OPEN予定

ニホンバシカイセンドン ツジハン
〈ガレリアB1〉
TEL.03-6271-5067

PALETAS

パレタス
〈ガレリアB1〉
TEL.03-6447-4445

平田牧場

ヒラタボクジョウ
〈ガレリアB1〉
TEL.03-5647-8329

PHO NAM

フォーナム
〈ガレリアB1〉
TEL.03-5413-3224

Fashion

フード＆カフェ
イートイン注文時

ソフトドリンク１杯サービス
5％ＯＦＦ
※割引商品を除く
（おつとめ品・値引きシール品）

17時以降

10%OFF
配送料無料
化粧品（アミノリセ、
コメラボ）

10％OFF
５％OFF

※一部除外品あり

7：00〜11：00限定

ドリンク全品１０％OFF
※セットドリンクを除く

店内でお食事の方に

ソフトドリンク１杯サービス
店内でお召し上がりの方に

シラストッピングサービス
※一部除外品あり

フローズン・フルーツバーのお持ち帰り
90分までのドライアイスと保冷バッグの

無料サービス

お会計より

５％OFF
※一部除外品あり

店内でのお食事ご注文の方
900円（税込）以上のご利用で

１
００円OFF

Interior & Design

ファッション

EYEVAN LUXE

アイヴァン リュクス
〈ガレリア1F〉
TEL.03-5413-3560

１０％ＯＦＦ

※一部除外品あり

ギフトラッピングサービス
VIA BUS STOP

ヴィア バス ストップ
〈ガレリア2F〉
TEL.03-5413-3696

diptyque 六本木

ディプティック ロッポンギ
〈ガレリア1F〉
TEL.03-6804-5415

サンプルプレゼント

New Balance ROPPONGI 19:06

ニューバランスロッポンギイチキュウゼロロク
〈ガレリア1F〉
TEL.03-6434-0603

商品５％ＯＦＦ
※一部限定商品除く

配送料無料

配送料無料

essence of ANAYI TOKYO

エッセンス オブ アナイトウキョウ
〈ガレリア2F〉
TEL.03-5647-8303

10％ＯＦＦ ※セール時、お直し、送料は除く
Cruciani

クルチアーニ
〈ガレリア1F〉
TEL.03-5413-0651

ギフトラッピングサービス
JOHN LOBB

ジョンロブ
〈ガレリア1F〉
TEL.03-6459-2425

ドリンクサービス

STRASBURGO

ストラスブルゴ
〈ガレリア1F〉
TEL.03-3403-0777

ギフトラッピングサービス
Davidoff of Geneva ／
Salon des Parfums

ダビドフ オブ ジュネーブ / サロン デ パルファム
〈ガレリア1F〉
TEL.03-5413-0093

フレグランス製品をお買い上げの方、

配送料無料
サンプルプレゼント
THANN

タン
〈ガレリア2F〉
TEL.03-3403-5105

お買い上げの方、

10％OFF

※一部除外品あり

Theatre H.P.FRANCE

テアトル アッシュ・ペー・フランス
〈ガレリア2F〉
TEL.03-5413-0626

５％ＯＦＦ ※一部除外品あり

IDÉE SHOP / IDÉE CAFÉ PARC

イデーショップ / イデーカフェ パルク
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5413-3455（ショップ）03-5413-3454（カフェ）

IDÉE SHOP
カタログ掲載家具５％ＯＦＦ
店頭小物雑貨５％ＯＦＦ

●

●

IDÉE CAFÉ PARC

ドリンク５％OFF
KONCENT

コンセント
〈ガレリア3F〉
TEL.03-6432-9157

3,000円（税込）以上お買い上げの方、

５％OFF ※一部除外品あり
notsobig

ノットソービッグ
〈ガレリア2F〉
TEL.03-5647-8351

１０％OFF

※一部除外品あり

bamford バンフォード〈ガレリア2F〉

TEL.03-5413-4250
（ショップ）
03-5413-4256
（スパ）

バス＆ボディ商品・スキンケア商品
10%OFF
※一部除外品あり

全トリートメント10%OFF
※キャンペーンコース・オプション対象外

プレインピープル

〈ガレリア2F〉
TEL.03-6804-5158

ギフトラッピングサービス

THE COVER NIPPON

ジカバー・ニッポン
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5413-0658

5％OFF ※一部除外品あり

STYLE MEETS PEOPLE

スタイル ミーツ ピープル
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5413-3705

オリジナル商品5％OFF ※一部除外品あり
テネリータ

〈ガレリア3F〉
TEL.03-6447-0181

お会計より5％OFF

※ギフトBOX、
刺繍、
送料、
セール品を除く

インテリア＆デザイン

箸長

ハシチョウ
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5413-0392

箸1膳プレゼント
ギフトラッピングの際、
風呂敷1枚サービス
HIDA

ヒダ
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5413-7637

5％OFF

※ラグ・雑貨を除く ※ご注文時カード提示
※一部除外品あり

Flagship 212 KITCHEN STORE

フラッグシップトゥーワントゥー キッチン ストア
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5413-7686

プレミアムカードまたは現金で
3,000円（税込）以上お買い上げの方、5%OFF
10,000円（税込）以上お買い上げの方、
１０％OFF
※一部除外品あり、他サービスとの併用不可

WISE・WISE tools

ワイス ワイストゥールス
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5467-8355

５％ＯＦＦ ※一部除外品あり

日本橋 木屋

ニホンバシ キヤ
〈ガレリア3F〉
TEL.03-5414-2088

3,300円（税込）以上お買い上げの方、

５％OFF ※一部除外品あり

HELEN KAMINSKI

ヘレンカミンスキー
〈ガレリア2F〉
TEL.03-3470-3341

ハット用ギフトボックスプレゼント/
ギフトラッピングサービス
※対象商品お買い上げの方

Bonpoint

ボンポワン
〈ガレリア1F〉
TEL.03-6721-0718

ギフトボックスサービス ※セール品は除く
【ご利用にあたって】

● 各ショ
ップで実施している他の特典・割引等、他サービスとの併用はできません。●その他条件につきましては
各ショップへお問い合わせください。
各ショップの項目をご確認ください。●優待に関するご不明な点については、
●サービスは予告な
く終了、
変更になる可能性がございますのであらかじめご了承ください
（2020年4月1日現在）
。
●サービス内容は記載がない限り、
カード会員ご本人様のみの適用となりますのでご了承ください
（同伴者様は
サービス対象外となります）
。

