
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（三越 M CARD、伊勢丹アイカード、
MICARD等を含む、三越伊勢丹グループ百貨店で5～10％ポイントの貯まるカード）をお持ちの方。

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。

会員特典
❶店内の対象商品をご優待価格でご案内。さらに、エムアイポイント

が貯まります。
※対象商品は単品価格3,850円（税込）以上となります。※一部除外品、除外ブランド、優待率の

異なる商品がございます。特典のご利用はご本人さまに限ります。

ご入会お申込み・お問合せ
●日本橋三越本店 本館5階 ブライダルサロン

03-3274-8635 直通

●銀座三越 本館7階 ブライダルサロン 
03-3535-1866 直通

三越ブライダルクラブ会員の方だけのお得なご優待

※1 三越ブライダルクラブ入会は、エムアイカード プラスの入会お申し込みが必要です。
※2 一品3,000円（税抜）未満の商品、食料品、レストラン、喫茶等のご利用時は
1％ポイントをお付けします。一部ポイント特典除外品がございます。

❷ブライダルクラブの各種サービスをご利用いただけます。

❸ブライダルパスポートは、日本橋三越本店・銀座三越および伊勢丹（首
都圏）各店でお使いいただけます。
●ご結婚後、それぞれがお持ちのエムアイカード プラスを家族カードに
お切り替えいただくと、お二人のお買いあげ実績を合算いたします。切り
替え当日より合算後のポイント率（最大10％）を適用いたします。

入会金・年会費
無料

三越ブライダルクラブ

5～10％
ご優待

エムアイカード プラス
エムアイポイント

5・8・10％
貯まる

三越ブライダルクラブのご案内

ブライダルパスポートは、日本橋三越本店・銀座三越および伊勢丹（首都圏）
各店でお使いいただけます。詳しくは係員へおたずねください。

Bridal
Mitsukoshi

さらに※1

※2

2022.04

銀座三越ブライダルサロンでは
お二人のご希望にお応えする式場をご紹介します。

浅草ビューホテル
アンダーズ 東京
ウェスティンホテル東京
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 
グランドニッコー東京 台場
グランド ハイアット 東京
グランドプリンスホテル高輪
京王プラザホテル
KKRホテル東京
コンラッド東京
ザ・キャピトルホテル 東急
ザ・プリンス パークタワー東京
ザ・ペニンシュラ東京
ザ・リッツ・カールトン東京
シェラトン都ホテル東京
The Okura Tokyo
品川プリンスホテル
シャングリ・ラ ホテル 東京
セルリアンタワー東急ホテル
第一ホテル東京
第一ホテル東京シーフォート
帝国ホテル 東京
東京ドームホテル
パーク ハイアット 東京
パレスホテル東京
ヒルトン東京
ヒルトン東京お台場
フォーシーズンズホテル丸の内 東京
ホテル イースト21東京
ホテル雅叙園東京
ホテルグランドヒル市ヶ谷
ホテル椿山荘東京
ホテル日航立川東京
ホテルニューオータニ
ホテルメトロポリタン
ホテルメトロポリタン エドモント
マンダリン オリエンタル 東京

［ホテル］ ［ホテル］

学士会館
如水会館（東京會舘）
綱町三井倶楽部
東京會舘
八芳園

［一般式場］

山の上ホテル
リーガロイヤルホテル東京
ロイヤルパークホテル

東京大神宮マツヤサロン
日枝あかさか
明治記念館

［教会・神社］

アルジェント
オーベルジュ・ド・リル トーキョー
カノビアーノ（ホテル雅叙園東京）
Q.E.D. CLUB 
玄冶店 濱田家 
サンス・エ・サヴール
シェ松尾・松濤レストラン
シェ・リュイ
ジョエル・ロブション
白金壺中庵（八芳園）
つきじ治作
バルコニー レストラン＆バー
響 品川
響 風庭 赤坂店
響 丸の内店
フレンチキッチン（グランド ハイアット 東京）
メゾン ポール・ボキューズ
リストランテASO
LUCIS 東天紅
レストランひらまつ レゼルヴ
レストランルーク
六本木ヒルズクラブ

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル
スケープス ザ スィート
ホテルオークラ東京ベイ
ホテルニューオータニ幕張
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル
横浜ベイホテル東急

［レストラン］ ［舞浜・横浜］

式場へのファーストコンタクトは、銀座三越ブライダルサロンへお声をお掛
けください。特典付きのプランなどをご利用いただけます。※一部除外会場あり

（各式場への直接の訪問・他の相談所・インターネット等で見学予約および資料請求
されている場合は、ご紹介いたしかねますので、予めご了承ください。）

●銀座三越のみのスペシャルウエディングプランまたは特典をご用意いたしております。
●ご結納・お顔合せ会場もご案内いたします。 ※画像はイメージです。

シャングリ・ラ ホテル 東京

Q.E.D. CLUB
六本木ヒルズクラブ

銀座三越

銀座三越 その他のサービス

対象商品 ※一部除外品・除外ブランドあり

新館1階 ジュエリー・アクセサリー ブライダルジュエリー
ヴァンドーム青山、ディアプリュス、ニーシング、
フェスタリア ビジュソフィア、ロイヤル・アッシャー

アーカー、ポンテヴェキオ、4℃

駐車場 駐車料金サービス※1

・地下4階 銀座四丁目公共駐車場（4時間まで）
・西銀座駐車場（2時間まで）

【ディナータイムのみご利用可能】
新館11階 韓国料理 銀座 美菜莉（ミナリ）
新館12階 鉄板焼ステーキレストラン 碧
新館12階 鮨 魯山

ドリンクサービス※2 

左記レストランでお食事をされる方に、
ワンドリンクサービスチケットプレゼント。
※ドリンクサービスの内容は、各店舗にお問い合わせください。

※1 ブライダルサロンにて駐車券とブライダルパスポートをご提示いただくと、当日4時間まで無料のサービス券を
お渡しします。（西銀座駐車場は2時間まで）
※2 ブライダルサロンにてサービス券をお渡しします。ご利用の際には、ブライダルサロンにお立ち寄りください。

10％

・優待除外、エムアイポイント特典のみ：
 ショーメ、タサキ、ブシュロン

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
  ヴァン クリーフ&アーペル、シャネル ファイン ジュエリー、
  ティファニー、ブルガリ

銀座三越
対象商品 ※一部除外品・除外ブランドあり

本館7階 リミックススタイル 和洋食器・キッチン用品
テーブルファブリック

インテリア 家具・インテリア・フレグランス

10％

10％

ジャパンエディション 和雑貨 10％

10％

ギャラリー 絵画・工芸品 10％

スリーピング 寝具・ベッド

バス＆リラックス タオル・バス・トイレタリー用品

10％

ブライダルクラブ会員の皆さまのためのご優待
店内の対象商品を、ご優待価格でご案内。さらに、エムアイポイントが貯まります！

  対象商品は単品価格3,850円（税込）以上となります。（引出物および、選べるギフト・食料品は除く。）一部除外品、除外ブランド、優待率の異なる商品・単価制限の異なる商品がございます。

※特典のご利用はご本人さまに限ります。詳しくは係員までお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
※お支払いは、エムアイカード プラス（三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD等を含む、三越伊勢丹グループ百貨店で5～10％ポイントの貯まるカード）となります。

結婚式場のご紹介をはじめ、ご結納や引出物などのご婚礼に関するご相談を承ります。
銀座三越 銀座三越

ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典 ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典

5％

ダミアーニ、ポメラート

・優待除外、エムアイポイント特典のみ：
  カワムラ、フレッド

ジュエリーリフォーム、マリッジリング（パターンオーダー）

5％

ザ・プリンス パークタワー 東京

除外

除外

除外

除外

除外

除外 除外

新館4階

新館2階

ウォッチ

ジュエリー

ジュエリーリフォーム

時計

ブライダルサロン

貸衣装サロン

結納品

貸衣装（新郎・新婦のみ） ※販売品は除く

本館7階

本館6階

10％

10％

10％

紳士靴 メンズドレスシューズ ※一部除外のブランドがございます。

本館5階 GINZA ドレスアップ サロン

シェルマン 時計 ※一部除外のブランドがございます。

グローブ・トロッター スーツケース

10％

10％

10％

トラベル スーツケース ※一部除外のブランドがございます。 10％

5％

10％

10％

トモココデラ、デビアス フォーエバーマーク、
モニッケンダム、その他ブライダルジュエリー 10％

10％

・優待除外、エムアイポイント特典のみ：
 オメガ、クストス、ジャガー・ルクルト（一部）、
 フランクミュラー、IWC

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
  カルティエ、シャネル、ロレックス

紳士フォーマルウェア
※洋品・アクセサリーは除外となります。

ギフトサロン アートフラワー・プリザーブドフラワー

10％紳士オーダーシャツ（フォーマルのみ） 
※生地代のみ対象となります。

銀座三越 伊勢丹写真室 撮影されたお写真1点を
2L判（約16.5×11.5cm）の
額入りにしてプレゼント

三原ビル
6階 除外

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。（一部、「5・8・10％ポイント特典」対象外のカードがございます。）入会資格

紳士メイド トゥ メジャー

ブライダルフェアや期間限定イベントなど、
銀座三越ブライダルサイトには掲載以外のお得な情報もございます。
ぜひ、ご覧ください。ブライダルリングアテンドサービス、ウォッチ・
アテンドサービスのご予約も、銀座三越ブライダルページより承ります。

銀座三越 ブライダルサイト

検 索銀座三越ブライダル

〈式場紹介・結納など婚礼に関するご相談〉
銀座三越 本館7階 ブライダルサロン
TEL.03-3535-1866 直通

〈引出物・引菓子に関するご相談〉
銀座三越 本館7階 ギフトサロン
TEL.03-3535-1886 直通

〈貸衣装に関するご相談〉
銀座三越 本館7階 貸衣装サロングランジュール
TEL.03-6264-4120 直通

〈ブライダルリングに関するご相談〉
銀座三越  新館1・2階 ジュエリーコンシェルジュ
TEL.03-3562-1111 大代表※ご優待・特典は、2021年10月1日（金）現在の情報です。※対象ブランド等変更になる場合がございます。

※2021年4月1日（木）現在の情報です。ご紹介できる式場は、予告なく変更する場合がございます。

フォーマルサロン 婦人フォーマルウェア ※一部除外のブランドがございます。

新館3階

本館3階

ランジェリー＆ファンデーション ブライダルインナー 10％

10％
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新館1階 ジュエリー・アクセサリー ブライダルジュエリー
ヴァンドーム青山、ディアプリュス、ニーシング、
フェスタリア ビジュソフィア、ロイヤル・アッシャー

アーカー、ポンテヴェキオ、4℃

駐車場 駐車料金サービス※1

・地下4階 銀座四丁目公共駐車場（4時間まで）
・西銀座駐車場（2時間まで）

【ディナータイムのみご利用可能】
新館11階 韓国料理 銀座 美菜莉（ミナリ）
新館12階 鉄板焼ステーキレストラン 碧
新館12階 鮨 魯山

ドリンクサービス※2 

左記レストランでお食事をされる方に、
ワンドリンクサービスチケットプレゼント。
※ドリンクサービスの内容は、各店舗にお問い合わせください。

※1 ブライダルサロンにて駐車券とブライダルパスポートをご提示いただくと、当日4時間まで無料のサービス券を
お渡しします。（西銀座駐車場は2時間まで）
※2 ブライダルサロンにてサービス券をお渡しします。ご利用の際には、ブライダルサロンにお立ち寄りください。

10％

・優待除外、エムアイポイント特典のみ：
 ショーメ、タサキ、ブシュロン

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
  ヴァン クリーフ&アーペル、シャネル ファイン ジュエリー、
  ティファニー、ブルガリ

銀座三越
対象商品 ※一部除外品・除外ブランドあり

本館7階 リミックススタイル 和洋食器・キッチン用品
テーブルファブリック

インテリア 家具・インテリア・フレグランス

10％

10％

ジャパンエディション 和雑貨 10％

10％

ギャラリー 絵画・工芸品 10％

スリーピング 寝具・ベッド

バス＆リラックス タオル・バス・トイレタリー用品

10％

ブライダルクラブ会員の皆さまのためのご優待
店内の対象商品を、ご優待価格でご案内。さらに、エムアイポイントが貯まります！

  対象商品は単品価格3,850円（税込）以上となります。（引出物および、選べるギフト・食料品は除く。）一部除外品、除外ブランド、優待率の異なる商品・単価制限の異なる商品がございます。

※特典のご利用はご本人さまに限ります。詳しくは係員までお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
※お支払いは、エムアイカード プラス（三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD等を含む、三越伊勢丹グループ百貨店で5～10％ポイントの貯まるカード）となります。

結婚式場のご紹介をはじめ、ご結納や引出物などのご婚礼に関するご相談を承ります。
銀座三越 銀座三越

ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典 ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典

5％

ダミアーニ、ポメラート

・優待除外、エムアイポイント特典のみ：
  カワムラ、フレッド

ジュエリーリフォーム、マリッジリング（パターンオーダー）

5％

ザ・プリンス パークタワー 東京

除外

除外

除外

除外

除外

除外 除外

新館4階

新館2階

ウォッチ

ジュエリー

ジュエリーリフォーム

時計

ブライダルサロン

貸衣装サロン

結納品

貸衣装（新郎・新婦のみ） ※販売品は除く

本館7階

本館6階

10％

10％

10％

紳士靴 メンズドレスシューズ ※一部除外のブランドがございます。

本館5階 GINZA ドレスアップ サロン

シェルマン 時計 ※一部除外のブランドがございます。

グローブ・トロッター スーツケース

10％

10％

10％

トラベル スーツケース ※一部除外のブランドがございます。 10％

5％

10％

10％

トモココデラ、デビアス フォーエバーマーク、
モニッケンダム、その他ブライダルジュエリー 10％

10％

・優待除外、エムアイポイント特典のみ：
 オメガ、クストス、ジャガー・ルクルト（一部）、
 フランクミュラー、IWC

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
  カルティエ、シャネル、ロレックス

紳士フォーマルウェア
※洋品・アクセサリーは除外となります。

ギフトサロン アートフラワー・プリザーブドフラワー

10％紳士オーダーシャツ（フォーマルのみ） 
※生地代のみ対象となります。

銀座三越 伊勢丹写真室 撮影されたお写真1点を
2L判（約16.5×11.5cm）の
額入りにしてプレゼント

三原ビル
6階 除外

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。（一部、「5・8・10％ポイント特典」対象外のカードがございます。）入会資格

紳士メイド トゥ メジャー

ブライダルフェアや期間限定イベントなど、
銀座三越ブライダルサイトには掲載以外のお得な情報もございます。
ぜひ、ご覧ください。ブライダルリングアテンドサービス、ウォッチ・
アテンドサービスのご予約も、銀座三越ブライダルページより承ります。

銀座三越 ブライダルサイト

検 索銀座三越ブライダル

〈式場紹介・結納など婚礼に関するご相談〉
銀座三越 本館7階 ブライダルサロン
TEL.03-3535-1866 直通

〈引出物・引菓子に関するご相談〉
銀座三越 本館7階 ギフトサロン
TEL.03-3535-1886 直通

〈貸衣装に関するご相談〉
銀座三越 本館7階 貸衣装サロングランジュール
TEL.03-6264-4120 直通

〈ブライダルリングに関するご相談〉
銀座三越  新館1・2階 ジュエリーコンシェルジュ
TEL.03-3562-1111 大代表※ご優待・特典は、2021年10月1日（金）現在の情報です。※対象ブランド等変更になる場合がございます。

※2021年4月1日（木）現在の情報です。ご紹介できる式場は、予告なく変更する場合がございます。

フォーマルサロン 婦人フォーマルウェア ※一部除外のブランドがございます。

新館3階

本館3階

ランジェリー＆ファンデーション ブライダルインナー 10％

10％

M

C

Y

BL



ご結 婚が決まったら 、三 越ブライダルクラブ 。

うれしい特典がいっぱいの三越ブライダルパスポートをお作りいたします。

三越ブライダルクラブ
リングから衣装、エステティック、ハネムーンから新生活のご準備まで、幅広いアイテムが
特別ご優待価格でお求めいただけるほか、各種特典をご用意しています。

ブライダルエステ

10％
ご優待

家具・家庭雑貨など新生活用品

エンゲージリング・マリッジリング

5～10％
      ご優待

レンタルウエディングドレス
※一部除外有り

10％
ご優待

※複数のブランドを同時に見比べていただけます。インターネットまたはお電話にてご予約ください。
ブライダルリングアテンドサービス

※詳しくは中面・裏面をご覧ください。

※日本橋三越本店「クレ・ド・ポー ボーテサロン」のみ
※銀座三越では日本橋三越本店のサロンをご紹介します。
※化粧品のご購入はエムアイポイント対象
※ブライダルシェービングは、5％ご優待 　（日本橋三越本店のみ）

結婚準備から新生活まで、こんなにおトク

    10％
      ご優待

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。

内祝いギフト
※一部除外有り

5～10％
      ご優待

特  典

3

特  典

2

特  典

1

駐車場サービス
ドリンクサービス

他

ブライダルクラブの

各種サービス

対象商品：
単品3,850円（税込）

以上となります。
一部除外品有り。

ブライダルパスポートでご優待
さらに

エムアイポイントが貯まります

ブライダルパスポートは、

日本橋三越本店・銀座三越
および伊勢丹（首都圏）

各店でお使いいただけます。

日本橋三越本店
対象商品 ※一部除外品・除外ブランドあり

本館1階 アクセサリー

特選ブランド

ブライダルジュエリー

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
 ヴァン クリーフ＆アーペル、カルティエ、ティファニー、ブルガリ、
 エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネル ファイン ジュエリー

・ヴァンドーム青山、オーバーエクセレント、
  フェスタリア ビジュソフィア

・アーカー、4℃

ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典

10％

5％

除外

10％

10％
10％

本館2階

メンズフォーマルサロン

装身具

パーソナルオーダーサロン

紳士フォーマルウェア
※洋品・アクセサリーは除外となります。

・メイド トゥ メジャー（フォーマル）
・仮縫い付フルオーダースーツ（フォーマル）
※仮縫い付フルオーダースーツは服地代のみ対象となります。

10％紳士靴 メンズシューズ ※一部除外ブランドあり 

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） 

10％
10％

10％
10％

本館4階 インティメイトサロン ブライダルインナー

ウォッチギャラリー 時計 

・ヴェンペ、クエルボ・イ・ソブリノス、シェルマン、
  モーリス・ラクロア、ノモス グラスヒュッテ

・IWC、パネライ、ヴァシュロン・コンスタンタン、フランク ミュラー、
  ブレゲ、ブランパン、ジャガー・ルクルト（一部除外品あり）、オメガ、
  モリッツ・グロスマン、パルミジャー二・フルリエ
  ※その他除外ブランドあり。詳しくはお問い合わせください。

貸衣装サロン「グランジュール」 貸衣装（販売品は除く）

本館5階 ブライダルサロン 結納品

本館6階 ジュエリーギャラリー

※対象ブランドが変更になる
場合がございます。

フォーマルサロン 婦人フォーマルウェア ※一部対象外品あり

旅行鞄 スーツケース

家具・インテリア 家具・カーテン・絨毯
寝具・スリープコンサルティング 寝具・ベッド

きものサロン/呉服特選サロン きもの・帯・和装小物

洋食器 洋食器

和食器 和食器
キッチン雑貨 キッチン用品・エプロン

ブライダルジュエリー

・メシカ、タサキ、ウェレンドルフ、ピアジェ、ショパール

・ミキモト、ダミアーニ、ポメラート

10％
10％
10％
10％

10％
10％

10％

アートギャラリー
絵画・彫刻・工芸・ヨーロッパ装飾美術・茶道具・
コンテンポラリーアート（一部除外品あり）

紳士特選 ベルルッティ

特選ブランド シャネル
グラフ

10％

10％

結 婚 式 場 のご 紹 介をはじめ、ご 結 納 や引出 物などのご 婚 礼に関するご 相 談を承ります 。
日本橋三越本店 ブライダルサロンでは
格式のあるホテルの式場からスタイリッシュなレストランウエディングまで、
数多くの結婚式場と提携。お二人のご希望にお応えする式場をご案内します。

浅草ビューホテル

ウェスティンホテル東京

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京

グランドニッコー東京 台場

グランド ハイアット 東京

グランドプリンスホテル高輪

京王プラザホテル

KKRホテル東京

The Okura Tokyo

ザ・キャピトルホテル 東急

ザ・プリンス パークタワー東京

ザ・ペニンシュラ東京

シェラトン都ホテル東京

品川プリンスホテル

シャングリ・ラ ホテル 東京

セルリアンタワー東急ホテル

第一ホテル東京

第一ホテル東京シーフォート

帝国ホテル 東京

東京ドームホテル

東京マリオットホテル

パレスホテル東京

パークハイアット東京

ヒルトン東京

フォーシーズンズホテル丸の内 東京

ホテル イースト21東京

ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

ホテル雅叙園東京

ホテルグランドアーク半蔵門

ホテルグランドヒル市ヶ谷

ホテル椿山荘東京

ホテルニューオータニ

ホテルベルクラシック東京

ホテルメトロポリタン

ホテルメトロポリタン エドモント

ホテルモントレ銀座

マンダリン オリエンタル 東京

山の上ホテル

リーガロイヤルホテル東京

ロイヤルパークホテル

［ホテル］

青山迎賓館

赤坂プリンス クラシックハウス

麻布迎賓館

学士会館

如水会館（東京會舘）

綱町三井倶楽部

東京會舘

八芳園
ラグナヴェール TOKYO

リビエラ東京

［一般式場］

東京大神宮マツヤサロン

フォレストテラス明治神宮
南青山ル・アンジェ教会
明治記念館

［教会・神社］

アルジェント

オーベルジュ・ド・リル トーキョー

Q.E.D. CLUB 

サンス・エ・サヴール

シェ松尾・松濤レストラン

ジョエル・ロブション

白金壺中庵（八芳園）

シンフォニークルーズ

つきじ治作

日比谷パレス

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

マダム・トキ

ミュージアム1999 ロアラブッシュ

メゾン ポール・ボキューズ

ラ・ロシェル山王

リストランテASO

LUCIS東天紅

レストランひらまつ レゼルヴ

六本木ヒルズクラブ

グランドオリエンタルみなとみらい

新横浜グレイスホテル

ホテルニューグランド

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

横浜ベイホテル東急

横浜ロイヤルパークホテル

その他さまざまな式場をご案内いたします。

［レストラン］ ［横浜］

式場へのファーストコンタクトは、日本橋三越本店ブライダルサロンへお声をお掛けください。
特典付きのプランなどをご利用いただけます。※一部除外式場あり

（各式場への直接の訪問・他の相談所・インターネット等で見学予約および資料請求されている場合
は、ご紹介いたしかねますので、予めご了承ください。）

●軽井沢、沖縄、北海道など、全国約1,500式場をご案内いたします。

※画像はイメージです。

帝国ホテル 東京

マンダリン オリエンタル 東京
ホテル雅叙園東京

ホテル椿山荘東京

結納相談

■本館5階 ブライダルサロン　Tel.03-3274-8635 直通

結納品はブライダルクラブご優待対象となります。

優待対象 PICK UP!

日本橋三越本店 日本橋三越本店
ブライダルクラブ会 員の 皆さまのためのご 優 待

店内の対象商品を、ご優待価格でご案内。さらに、エムアイポイントが貯まります！

対象商品は単品価格3,850円（税込）以上となります。（引出物および、選べるギフト、食料品は除く。）一部除外品、除外ブランド、優待率の異なる商品・単価制限の異なる商品がございます。

※特典のご利用はご本人さまに限ります。詳しくは係員までお問い合わせください。 ※お支払いは、エムアイカード プラス（三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD等を含む、三越伊勢丹グループ百貨店で5～10％ポイントの貯まるカード）となります。

結納はご両家の結びつきを祝う素晴らしい習慣です。
まずはお気軽にお声をお掛けください。
経験豊富なスタッフがご相談を承ります。

結納からウエディングプランまで日本橋三越本店ブライダル
サイトには掲載以外のお得な情報もございます。
ぜひ、ご覧ください。

10％

10％

コンフォートバスガーデン
タオル・バス・トイレタリー用品・
ルームウェア・フレグランス・スリッパ

10％

5％

5％

10％

特選ブランド

オーダーシャツ（フォーマル） 

ディオールジュエリー（一品150万円未満） 

除外

除外 除外

除外

除外

新館8階
「トータルビューティサロン シルクハウス」

ブライダルシェービング 5％優待+　  
※スタンダードコース、プレミアムコース

日本橋三越本店 その他のサービス

サービス内容

新館8階 エステティックサロン
「クレ・ド・ポー ボーテサロン」

ブライダルコース 10％優待+　  （施術料のみ）

※ブライダルコース、ソワンリュミヌーマリエの全コース

※化粧品のご購入はエムアイポイント対象

新館8階「フォトスタジオ佐藤写真」 写真室 5％優待+　

駐車場 駐車料金5時間までサービス※1（場所により4時間）

※1 ブライダルサロンにて駐車券とブライダルパスポートをご提示いただくと、当日5時間まで無料の捺印をいた
します。（場所により4時間）

日本橋三越本店 ブライダルサイト

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。（一部、「5・8・10％ポイント特典」対象外のカードがございます。）

ブライダルリングアテンドサービス ウォッチ・アテンドサービス
エンゲージメントリング、
マリッジリングをお選びの
際に、お好みやご予算に応
じて、ブランドの垣根を越
えてご案内いたします。

結納返しや記念品など、時
計選びのご相談を、ブラン
ドの垣根を越えて承りま
す。
※いずれも、二次元コードを読み込んで
いただくか、日本橋三越本店ホームペー
ジ WEB予約よりご予約いただけます。

除外 除外

除外
除外

新館1階

本館3階

※画像はイメージです。

※ご優待・特典は、2021年10月1日（金）現在の情報です。※対象ブランド等変更になる場合がございます。

※ドリンクサービスは銀座三越のみ。

・パテック フィリップ、カルティエ、ロレックス 除外 除外

検 索三越 ブライダル 日本橋
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ご結 婚が決まったら 、三 越ブライダルクラブ 。

うれしい特典がいっぱいの三越ブライダルパスポートをお作りいたします。

三越ブライダルクラブ
リングから衣装、エステティック、ハネムーンから新生活のご準備まで、幅広いアイテムが
特別ご優待価格でお求めいただけるほか、各種特典をご用意しています。

ブライダルエステ

10％
ご優待

家具・家庭雑貨など新生活用品

エンゲージリング・マリッジリング

5～10％
      ご優待

レンタルウエディングドレス
※一部除外有り

10％
ご優待

※複数のブランドを同時に見比べていただけます。インターネットまたはお電話にてご予約ください。
ブライダルリングアテンドサービス

※詳しくは中面・裏面をご覧ください。

※日本橋三越本店「クレ・ド・ポー ボーテサロン」のみ
※銀座三越では日本橋三越本店のサロンをご紹介します。
※化粧品のご購入はエムアイポイント対象
※ブライダルシェービングは、5％ご優待 　（日本橋三越本店のみ）

結婚準備から新生活まで、こんなにおトク

    10％
      ご優待

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。

内祝いギフト
※一部除外有り

5～10％
      ご優待

特  典

3

特  典

2

特  典

1

駐車場サービス
ドリンクサービス

他

ブライダルクラブの

各種サービス

対象商品：
単品3,850円（税込）

以上となります。
一部除外品有り。

ブライダルパスポートでご優待
さらに

エムアイポイントが貯まります

ブライダルパスポートは、

日本橋三越本店・銀座三越
および伊勢丹（首都圏）

各店でお使いいただけます。

日本橋三越本店
対象商品 ※一部除外品・除外ブランドあり

本館1階 アクセサリー

特選ブランド

ブライダルジュエリー

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
 ヴァン クリーフ＆アーペル、カルティエ、ティファニー、ブルガリ、
 エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネル ファイン ジュエリー

・ヴァンドーム青山、オーバーエクセレント、
  フェスタリア ビジュソフィア

・アーカー、4℃

ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典

10％

5％

除外

10％

10％
10％

本館2階

メンズフォーマルサロン

装身具

パーソナルオーダーサロン

紳士フォーマルウェア
※洋品・アクセサリーは除外となります。

・メイド トゥ メジャー（フォーマル）
・仮縫い付フルオーダースーツ（フォーマル）
※仮縫い付フルオーダースーツは服地代のみ対象となります。

10％紳士靴 メンズシューズ ※一部除外ブランドあり 

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） 

10％
10％

10％
10％

本館4階 インティメイトサロン ブライダルインナー

ウォッチギャラリー 時計 

・ヴェンペ、クエルボ・イ・ソブリノス、シェルマン、
  モーリス・ラクロア、ノモス グラスヒュッテ

・IWC、パネライ、ヴァシュロン・コンスタンタン、フランク ミュラー、
  ブレゲ、ブランパン、ジャガー・ルクルト（一部除外品あり）、オメガ、
  モリッツ・グロスマン、パルミジャー二・フルリエ
  ※その他除外ブランドあり。詳しくはお問い合わせください。

貸衣装サロン「グランジュール」 貸衣装（販売品は除く）

本館5階 ブライダルサロン 結納品

本館6階 ジュエリーギャラリー

※対象ブランドが変更になる
場合がございます。

フォーマルサロン 婦人フォーマルウェア ※一部対象外品あり

旅行鞄 スーツケース

家具・インテリア 家具・カーテン・絨毯
寝具・スリープコンサルティング 寝具・ベッド

きものサロン/呉服特選サロン きもの・帯・和装小物

洋食器 洋食器

和食器 和食器
キッチン雑貨 キッチン用品・エプロン

ブライダルジュエリー

・メシカ、タサキ、ウェレンドルフ、ピアジェ、ショパール

・ミキモト、ダミアーニ、ポメラート

10％
10％
10％
10％

10％
10％

10％

アートギャラリー
絵画・彫刻・工芸・ヨーロッパ装飾美術・茶道具・
コンテンポラリーアート（一部除外品あり）

紳士特選 ベルルッティ

特選ブランド シャネル
グラフ

10％

10％

結 婚 式 場 のご 紹 介をはじめ、ご 結 納 や引出 物などのご 婚 礼に関するご 相 談を承ります 。
日本橋三越本店 ブライダルサロンでは
格式のあるホテルの式場からスタイリッシュなレストランウエディングまで、
数多くの結婚式場と提携。お二人のご希望にお応えする式場をご案内します。

浅草ビューホテル

ウェスティンホテル東京

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京

グランドニッコー東京 台場

グランド ハイアット 東京

グランドプリンスホテル高輪

京王プラザホテル

KKRホテル東京

The Okura Tokyo

ザ・キャピトルホテル 東急

ザ・プリンス パークタワー東京

ザ・ペニンシュラ東京

シェラトン都ホテル東京

品川プリンスホテル

シャングリ・ラ ホテル 東京

セルリアンタワー東急ホテル

第一ホテル東京

第一ホテル東京シーフォート

帝国ホテル 東京

東京ドームホテル

東京マリオットホテル

パレスホテル東京

パークハイアット東京

ヒルトン東京

フォーシーズンズホテル丸の内 東京

ホテル イースト21東京

ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

ホテル雅叙園東京

ホテルグランドアーク半蔵門

ホテルグランドヒル市ヶ谷

ホテル椿山荘東京

ホテルニューオータニ

ホテルベルクラシック東京

ホテルメトロポリタン

ホテルメトロポリタン エドモント

ホテルモントレ銀座

マンダリン オリエンタル 東京

山の上ホテル

リーガロイヤルホテル東京

ロイヤルパークホテル

［ホテル］

青山迎賓館

赤坂プリンス クラシックハウス

麻布迎賓館

学士会館

如水会館（東京會舘）

綱町三井倶楽部

東京會舘

八芳園
ラグナヴェール TOKYO

リビエラ東京

［一般式場］

東京大神宮マツヤサロン

フォレストテラス明治神宮
南青山ル・アンジェ教会
明治記念館

［教会・神社］

アルジェント

オーベルジュ・ド・リル トーキョー

Q.E.D. CLUB 

サンス・エ・サヴール

シェ松尾・松濤レストラン

ジョエル・ロブション

白金壺中庵（八芳園）

シンフォニークルーズ

つきじ治作

日比谷パレス

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

マダム・トキ

ミュージアム1999 ロアラブッシュ

メゾン ポール・ボキューズ

ラ・ロシェル山王

リストランテASO

LUCIS東天紅

レストランひらまつ レゼルヴ

六本木ヒルズクラブ

グランドオリエンタルみなとみらい

新横浜グレイスホテル

ホテルニューグランド

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

横浜ベイホテル東急

横浜ロイヤルパークホテル

その他さまざまな式場をご案内いたします。

［レストラン］ ［横浜］

式場へのファーストコンタクトは、日本橋三越本店ブライダルサロンへお声をお掛けください。
特典付きのプランなどをご利用いただけます。※一部除外式場あり

（各式場への直接の訪問・他の相談所・インターネット等で見学予約および資料請求されている場合
は、ご紹介いたしかねますので、予めご了承ください。）

●軽井沢、沖縄、北海道など、全国約1,500式場をご案内いたします。

※画像はイメージです。

帝国ホテル 東京

マンダリン オリエンタル 東京
ホテル雅叙園東京

ホテル椿山荘東京

結納相談

■本館5階 ブライダルサロン　Tel.03-3274-8635 直通

結納品はブライダルクラブご優待対象となります。

優待対象 PICK UP!

日本橋三越本店 日本橋三越本店
ブライダルクラブ会 員の 皆さまのためのご 優 待

店内の対象商品を、ご優待価格でご案内。さらに、エムアイポイントが貯まります！

対象商品は単品価格3,850円（税込）以上となります。（引出物および、選べるギフト、食料品は除く。）一部除外品、除外ブランド、優待率の異なる商品・単価制限の異なる商品がございます。

※特典のご利用はご本人さまに限ります。詳しくは係員までお問い合わせください。 ※お支払いは、エムアイカード プラス（三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD等を含む、三越伊勢丹グループ百貨店で5～10％ポイントの貯まるカード）となります。

結納はご両家の結びつきを祝う素晴らしい習慣です。
まずはお気軽にお声をお掛けください。
経験豊富なスタッフがご相談を承ります。

結納からウエディングプランまで日本橋三越本店ブライダル
サイトには掲載以外のお得な情報もございます。
ぜひ、ご覧ください。

10％

10％

コンフォートバスガーデン
タオル・バス・トイレタリー用品・
ルームウェア・フレグランス・スリッパ

10％

5％

5％

10％

特選ブランド

オーダーシャツ（フォーマル） 

ディオールジュエリー（一品150万円未満） 

除外

除外 除外

除外

除外

新館8階
「トータルビューティサロン シルクハウス」

ブライダルシェービング 5％優待+　  
※スタンダードコース、プレミアムコース

日本橋三越本店 その他のサービス

サービス内容

新館8階 エステティックサロン
「クレ・ド・ポー ボーテサロン」

ブライダルコース 10％優待+　  （施術料のみ）

※ブライダルコース、ソワンリュミヌーマリエの全コース

※化粧品のご購入はエムアイポイント対象

新館8階「フォトスタジオ佐藤写真」 写真室 5％優待+　

駐車場 駐車料金5時間までサービス※1（場所により4時間）

※1 ブライダルサロンにて駐車券とブライダルパスポートをご提示いただくと、当日5時間まで無料の捺印をいた
します。（場所により4時間）

日本橋三越本店 ブライダルサイト

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。（一部、「5・8・10％ポイント特典」対象外のカードがございます。）

ブライダルリングアテンドサービス ウォッチ・アテンドサービス
エンゲージメントリング、
マリッジリングをお選びの
際に、お好みやご予算に応
じて、ブランドの垣根を越
えてご案内いたします。

結納返しや記念品など、時
計選びのご相談を、ブラン
ドの垣根を越えて承りま
す。
※いずれも、二次元コードを読み込んで
いただくか、日本橋三越本店ホームペー
ジ WEB予約よりご予約いただけます。

除外 除外

除外
除外

新館1階

本館3階

※画像はイメージです。

※ご優待・特典は、2021年10月1日（金）現在の情報です。※対象ブランド等変更になる場合がございます。

※ドリンクサービスは銀座三越のみ。

・パテック フィリップ、カルティエ、ロレックス 除外 除外
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ご結 婚が決まったら 、三 越ブライダルクラブ 。

うれしい特典がいっぱいの三越ブライダルパスポートをお作りいたします。

三越ブライダルクラブ
リングから衣装、エステティック、ハネムーンから新生活のご準備まで、幅広いアイテムが
特別ご優待価格でお求めいただけるほか、各種特典をご用意しています。

ブライダルエステ

10％
ご優待

家具・家庭雑貨など新生活用品

エンゲージリング・マリッジリング

5～10％
      ご優待

レンタルウエディングドレス
※一部除外有り

10％
ご優待

※複数のブランドを同時に見比べていただけます。インターネットまたはお電話にてご予約ください。
ブライダルリングアテンドサービス

※詳しくは中面・裏面をご覧ください。

※日本橋三越本店「クレ・ド・ポー ボーテサロン」のみ
※銀座三越では日本橋三越本店のサロンをご紹介します。
※化粧品のご購入はエムアイポイント対象
※ブライダルシェービングは、5％ご優待 　（日本橋三越本店のみ）

結婚準備から新生活まで、こんなにおトク

    10％
      ご優待

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。

内祝いギフト
※一部除外有り

5～10％
      ご優待

特  典

3

特  典

2

特  典

1

駐車場サービス
ドリンクサービス

他

ブライダルクラブの

各種サービス

対象商品：
単品3,850円（税込）

以上となります。
一部除外品有り。

ブライダルパスポートでご優待
さらに

エムアイポイントが貯まります

ブライダルパスポートは、

日本橋三越本店・銀座三越
および伊勢丹（首都圏）

各店でお使いいただけます。

日本橋三越本店
対象商品 ※一部除外品・除外ブランドあり

本館1階 アクセサリー

特選ブランド

ブライダルジュエリー

・優待除外、エムアイポイント特典除外：
 ヴァン クリーフ＆アーペル、カルティエ、ティファニー、ブルガリ、
 エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネル ファイン ジュエリー

・ヴァンドーム青山、オーバーエクセレント、
  フェスタリア ビジュソフィア

・アーカー、4℃

ブライダルクラブ優待 エムアイポイント特典

10％

5％

除外

10％

10％
10％

本館2階

メンズフォーマルサロン

装身具

パーソナルオーダーサロン

紳士フォーマルウェア
※洋品・アクセサリーは除外となります。

・メイド トゥ メジャー（フォーマル）
・仮縫い付フルオーダースーツ（フォーマル）
※仮縫い付フルオーダースーツは服地代のみ対象となります。

10％紳士靴 メンズシューズ ※一部除外ブランドあり 

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） 

10％
10％

10％
10％

本館4階 インティメイトサロン ブライダルインナー

ウォッチギャラリー 時計 

・ヴェンペ、クエルボ・イ・ソブリノス、シェルマン、
  モーリス・ラクロア、ノモス グラスヒュッテ

・IWC、パネライ、ヴァシュロン・コンスタンタン、フランク ミュラー、
  ブレゲ、ブランパン、ジャガー・ルクルト（一部除外品あり）、オメガ、
  モリッツ・グロスマン、パルミジャー二・フルリエ
  ※その他除外ブランドあり。詳しくはお問い合わせください。

貸衣装サロン「グランジュール」 貸衣装（販売品は除く）

本館5階 ブライダルサロン 結納品

本館6階 ジュエリーギャラリー

※対象ブランドが変更になる
場合がございます。

フォーマルサロン 婦人フォーマルウェア ※一部対象外品あり

旅行鞄 スーツケース

家具・インテリア 家具・カーテン・絨毯
寝具・スリープコンサルティング 寝具・ベッド

きものサロン/呉服特選サロン きもの・帯・和装小物

洋食器 洋食器

和食器 和食器
キッチン雑貨 キッチン用品・エプロン

ブライダルジュエリー

・メシカ、タサキ、ウェレンドルフ、ピアジェ、ショパール

・ミキモト、ダミアーニ、ポメラート

10％
10％
10％
10％

10％
10％

10％

アートギャラリー
絵画・彫刻・工芸・ヨーロッパ装飾美術・茶道具・
コンテンポラリーアート（一部除外品あり）

紳士特選 ベルルッティ

特選ブランド シャネル
グラフ

10％

10％

結 婚 式 場 のご 紹 介をはじめ、ご 結 納 や引出 物などのご 婚 礼に関するご 相 談を承ります 。
日本橋三越本店 ブライダルサロンでは
格式のあるホテルの式場からスタイリッシュなレストランウエディングまで、
数多くの結婚式場と提携。お二人のご希望にお応えする式場をご案内します。

浅草ビューホテル

ウェスティンホテル東京

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京

グランドニッコー東京 台場

グランド ハイアット 東京

グランドプリンスホテル高輪

京王プラザホテル

KKRホテル東京

The Okura Tokyo

ザ・キャピトルホテル 東急

ザ・プリンス パークタワー東京

ザ・ペニンシュラ東京

シェラトン都ホテル東京

品川プリンスホテル

シャングリ・ラ ホテル 東京

セルリアンタワー東急ホテル

第一ホテル東京

第一ホテル東京シーフォート

帝国ホテル 東京

東京ドームホテル

東京マリオットホテル

パレスホテル東京

パークハイアット東京

ヒルトン東京

フォーシーズンズホテル丸の内 東京

ホテル イースト21東京

ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 

ホテル雅叙園東京

ホテルグランドアーク半蔵門

ホテルグランドヒル市ヶ谷

ホテル椿山荘東京

ホテルニューオータニ

ホテルベルクラシック東京

ホテルメトロポリタン

ホテルメトロポリタン エドモント

ホテルモントレ銀座

マンダリン オリエンタル 東京

山の上ホテル

リーガロイヤルホテル東京

ロイヤルパークホテル

［ホテル］

青山迎賓館

赤坂プリンス クラシックハウス

麻布迎賓館

学士会館

如水会館（東京會舘）

綱町三井倶楽部

東京會舘

八芳園
ラグナヴェール TOKYO

リビエラ東京

［一般式場］

東京大神宮マツヤサロン

フォレストテラス明治神宮
南青山ル・アンジェ教会
明治記念館

［教会・神社］

アルジェント

オーベルジュ・ド・リル トーキョー

Q.E.D. CLUB 

サンス・エ・サヴール

シェ松尾・松濤レストラン

ジョエル・ロブション

白金壺中庵（八芳園）

シンフォニークルーズ

つきじ治作

日比谷パレス

ブラッスリー ポール・ボキューズ 銀座

マダム・トキ

ミュージアム1999 ロアラブッシュ

メゾン ポール・ボキューズ

ラ・ロシェル山王

リストランテASO

LUCIS東天紅

レストランひらまつ レゼルヴ

六本木ヒルズクラブ

グランドオリエンタルみなとみらい

新横浜グレイスホテル

ホテルニューグランド

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

横浜ベイホテル東急

横浜ロイヤルパークホテル

その他さまざまな式場をご案内いたします。

［レストラン］ ［横浜］

式場へのファーストコンタクトは、日本橋三越本店ブライダルサロンへお声をお掛けください。
特典付きのプランなどをご利用いただけます。※一部除外式場あり

（各式場への直接の訪問・他の相談所・インターネット等で見学予約および資料請求されている場合
は、ご紹介いたしかねますので、予めご了承ください。）

●軽井沢、沖縄、北海道など、全国約1,500式場をご案内いたします。

※画像はイメージです。

帝国ホテル 東京

マンダリン オリエンタル 東京
ホテル雅叙園東京

ホテル椿山荘東京

結納相談

■本館5階 ブライダルサロン　Tel.03-3274-8635 直通

結納品はブライダルクラブご優待対象となります。

優待対象 PICK UP!

日本橋三越本店 日本橋三越本店
ブライダルクラブ会 員の 皆さまのためのご 優 待

店内の対象商品を、ご優待価格でご案内。さらに、エムアイポイントが貯まります！

対象商品は単品価格3,850円（税込）以上となります。（引出物および、選べるギフト、食料品は除く。）一部除外品、除外ブランド、優待率の異なる商品・単価制限の異なる商品がございます。

※特典のご利用はご本人さまに限ります。詳しくは係員までお問い合わせください。 ※お支払いは、エムアイカード プラス（三越 M CARD、伊勢丹アイカード、MICARD等を含む、三越伊勢丹グループ百貨店で5～10％ポイントの貯まるカード）となります。

結納はご両家の結びつきを祝う素晴らしい習慣です。
まずはお気軽にお声をお掛けください。
経験豊富なスタッフがご相談を承ります。

結納からウエディングプランまで日本橋三越本店ブライダル
サイトには掲載以外のお得な情報もございます。
ぜひ、ご覧ください。

10％

10％

コンフォートバスガーデン
タオル・バス・トイレタリー用品・
ルームウェア・フレグランス・スリッパ

10％

5％

5％

10％

特選ブランド

オーダーシャツ（フォーマル） 

ディオールジュエリー（一品150万円未満） 

除外

除外 除外

除外

除外

新館8階
「トータルビューティサロン シルクハウス」

ブライダルシェービング 5％優待+　  
※スタンダードコース、プレミアムコース

日本橋三越本店 その他のサービス

サービス内容

新館8階 エステティックサロン
「クレ・ド・ポー ボーテサロン」

ブライダルコース 10％優待+　  （施術料のみ）

※ブライダルコース、ソワンリュミヌーマリエの全コース

※化粧品のご購入はエムアイポイント対象

新館8階「フォトスタジオ佐藤写真」 写真室 5％優待+　

駐車場 駐車料金5時間までサービス※1（場所により4時間）

※1 ブライダルサロンにて駐車券とブライダルパスポートをご提示いただくと、当日5時間まで無料の捺印をいた
します。（場所により4時間）

日本橋三越本店 ブライダルサイト

マークの商品は、エムアイポイント〈１%〉対象商品です。マークの商品は、エムアイポイント〈5・8・10%〉対象商品です。（一部、「5・8・10％ポイント特典」対象外のカードがございます。）

ブライダルリングアテンドサービス ウォッチ・アテンドサービス
エンゲージメントリング、
マリッジリングをお選びの
際に、お好みやご予算に応
じて、ブランドの垣根を越
えてご案内いたします。

結納返しや記念品など、時
計選びのご相談を、ブラン
ドの垣根を越えて承りま
す。
※いずれも、二次元コードを読み込んで
いただくか、日本橋三越本店ホームペー
ジ WEB予約よりご予約いただけます。

除外 除外

除外
除外

新館1階

本館3階

※画像はイメージです。

※ご優待・特典は、2021年10月1日（金）現在の情報です。※対象ブランド等変更になる場合がございます。

※ドリンクサービスは銀座三越のみ。

・パテック フィリップ、カルティエ、ロレックス 除外 除外

検 索三越 ブライダル 日本橋
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