
PICK UP NEWS

12月5日（水）～25日（火）　恵比寿三越 各階

※レシート合算不可。当選は、1月中旬にお知らせ予定。チケットの発送をもって代えさせていただきます。

スマートフォンアプリ始めました。
恵比寿三越公式

※アプリのダウンロード、
　ご利用に関して個人情報の
　登録は不要です。

※「エムアイカードアプリ」の
　ご利用にはWebエムアイ
　カード会員のご登録が
　必要です。

※こちらのクーポンのエントリーは、ご契約者さま毎に1回限りとさせていただきます。
　また、クーポンの配信は、12月5日（水）午前11時頃を予定しています。

お気に入り店舗選択で、　
クーポンや店舗の限定情報を
受け取れます。ダウンロードは

こちらから

景品

■応募BOX設置場所
       1階 インフォメーション横、地下1階 センター通路、地下2階 フードステーション横

「エムアイカードアプリ」の
クーポンボタンはココ

「エムアイカードアプリ」のダウンロードはこちらから。

〈ロウリーズ・ザ・プライムリブ 恵比寿ガーデンプレイス店〉 
スープリームコース ペアお食事券 2組4名さまA等

A等

B等＆C等

D等

〈トータルビューティサロン uka〉 リフレクソロジーコース 10名さまB等
〈トータルビューティサロン uka〉 サーキュレーションビヨウコース 3名さまC等
〈トータルビューティサロン uka〉 グルーミングコース 3名さまD等

上記のプレゼントキャンペーンにご応募いただいたうえで、
さらに「エムアイカードアプリ」のクーポンにエントリーして
いただくと当選確率3倍に！

ショッピングアプリでお買物が
もっと楽しく、もっと便利に  

お得なクーポンの配信に加え、恵比寿三越の最新情報をお届けします。
（毎週火曜日更新）

！

android 用 iOS 用

※いずれも写真はイメージです。

フェスタ期間中、恵比寿三越にてエムアイカード プラスをご利用のうえ、お買物1回あたり税込10,800円
以上お買いあげのお客さまに、応募券1枚を差しあげます。さらに同時に、エムアイポイント1,000ポイント
ご利用のお客さまに、応募券を追加で1枚差しあげます。ご応募いただいた方の中から抽選で、下記の
景品をプレゼントします。　※三越伊勢丹オンラインストアでのご利用は対象外です。

恵比寿三越限定企画

クリスマスプレゼントキャンペーン

※価格はすべて税込です。 ※商品により数に限りがございます。

恵比寿三越のホームページは、検索キーワード　　　　　　　　　　　　　　  でご覧いただけます。恵比寿三越

営業時間／全館 午前１１時～午後8時（一部飲食店を除く）



B2F

1,000円以上ご利用の方に、
〈平戸瀬戸市場〉ポイントカード
ダブルポイントサービス。

平戸瀬戸市場 
（海鮮丼・ヅケ丼 / イートイン）

1,000円以上お買いあげの方に、
〈平戸マルシェ〉ポイントカード
ダブルポイントサービス。

平戸マルシェ 
（長崎県平戸市のアンテナショップ）

〈H.R.ヒギンス〉商品を
10,800円以上お買いあげの方に、
ヒギンス紅茶 S缶1個をプレゼント。

H.R.ヒギンス 
（コーヒー・紅茶）

〈浅草今半〉ポイントカード
ダブルポイントサービス。

浅草今半
（佃煮）

〈国立フォルテ〉商品を3,240円以上
お買いあげの方、各日先着20名さまに、

ミニケーキ1個をプレゼント。

国立フォルテ
（洋菓子）

コーヒー豆20％
増量サービス。

※一部除外品がございます。

クラビス 
（コーヒー）

果物ギフトを10,800円以上
お買いあげの方に、

果菓ゼリー2個プレゼント。

サン・フルーツ
（果物）

ナッツ10％
増量サービス。

※一部除外品がございます。

ジョイベリー 
（ドライフルーツ）

B1F

2F

1F

〈アンティアンティ ＆ マコットパルファム〉
商品を10,000円以上

お買いあげの方に、アクア（化粧水）
150mLをプレゼント。

〈アンティアンティ ＆ マコットパルファム〉
ポイントカード

ダブルポイントサービス。

アンティアンティ ＆ マコットパルファム （化粧品＆香水）

〈メイクアップフォーエバー〉
商品を6,480円以上
お買いあげの方、
先着20名さまに
ステップ1

スキンイコライザー#2
（化粧下地）5mLを
プレゼント。

メイクアップ
フォーエバー
（化粧品）

期間限定ショップ
11月21日（水）～12月11日（火）

サムソナイト
（バッグ）

〈サムソナイト〉商品を10,800円以上
お買いあげの方、先着15名さまに
ボールペン（1本）をプレゼント。

フクナリー
（バッグ・雑貨）

〈フクナリー〉商品を5,000円以上
お買いあげの方、先着50名さまに
FUKUNARY feat MIKASA
ミニコインケースをプレゼント。

コンビミニ
（ベビー＆キッズ）

〈コンビミニ〉商品を10,800円以上
お買いあげの方、先着10名さまに

ノベルティをプレゼント。

ストンプ・スタンプ
 （キッズ）

マイクロスクーター本体
（13,800円から）を

お買いあげの方、先着10名さまに
ノベルティをプレゼント。

シモンズベッド

〈シモンズベッド〉
商品を108,000円以上
お買いあげの方に、配送料・
引取り処分料をサービス。

アートステーション 
（アート＆インテリア）

店内商品を6,480円以上
お買いあげの方、
先着10名さまに

ミュージアムポストカード
セット（100絵柄入）を

プレゼント。

ボナスパジオ
（レディス）

店内商品を
10,800円以上
お買いあげの方、
先着30名さまに
バッグチャームを
プレゼント。

夢仕立
（オーダーメイドジュエリー・ジュエリーリフォーム）

10,800円以上のジュエリー
修理お申し込みの方、

先着10名さまにジュエリー
洗浄液またはポリッシング
クロスのいずれかを
プレゼント。

10,800円以上のジュエリー
リフォームまたはオーダーメイド
お申し込みの方、先着5名さま
にジュエリーお手入れセット
（洗浄液とポリッシングクロス）

をプレゼント。

ワコール
（婦人肌着）

タブレットでのお買いあげが
5,400円以上の方、先着20名さまに
熊野筆シャドウブラシをプレゼント。

アージャ
（アクセサリー・雑貨）

〈アージャ〉商品を10,800円以上
お買いあげの方、先着15名さまに
ヘアクリップをプレゼント。

サロン･ド･アルファード
 （レディス・革小物）

バッグを21,600円以上
お買いあげの方、
先着10名さまに

ノベルティをプレゼント。

ハッピー
（レザーアイテム）

〈ハッピー〉商品を3,240円以上
お買いあげの方、先着20名さまに
ミニレザーチャームをプレゼント。

オティウム 
（レディス）

〈オティウム〉商品を
16,200円以上お買いあげ
の方、先着20名さまに
オティウム オリジナルポーチ

をプレゼント。

ソブ ダブルスタンダード
クロージング （レディス）

〈ソブ ダブルスタンダード
クロージング〉商品を

21,600円以上お買いあげ
の方、先着25名さまに
オリジナルバッグをプレゼント。

ビーニート
（レディス）

〈ビーニート〉商品を
16,200円以上
お買いあげの方、
先着10名さまに
メモ帳をプレゼント。

モンチュラ
（レディス＆メンズ）

シューズとモンチュラソックスを
セットでお買いあげの方に、
ソックスをお試し価格で
ご提供します。

ヒポポタマス
（タオル）

〈ヒポポタマス〉商品を
6,480円以上
お買いあげの方、
先着20名さまに

ハンカチタオルをプレゼント。

アレクサンドル ドゥ パリ
（ヘアアクセサリー）

〈アレクサンドル ドゥ パリ〉
商品を25,000円以上

お買いあげの方、先着20名さまに
オリジナルミラープレゼント。

スティール エ モード
（ヘアアクセサリー）

〈スティール エ モード〉商品を
10,800円以上お買いあげの方、
各日先着10名さまに

ヘアバンスクリップをプレゼント。

トータルビューティサロン uka
（ビューティ）

ukaプロダクトを5,400円以上
お買いあげの方、先着100名さまに
ukaヘッドセラピーシリーズのサシェを

プレゼント。

ラ・プレリー （化粧品）

〈ラ・プレリー〉商品を7,452円以上お買いあげの方、
先着30名さまにSC エッセンス-イン-ローション（5mL）、
SC エッセンス-イン-ファンデーション（4色入）の

サンプルセットをプレゼント。 

12月5日（水）～25日（火）　恵比寿三越 各階
下記対象ショップで、エムアイカード プラスでのお支払い・ポイント利用の際に記載の特典が受けられます。
※特典・サービスの提供は、フェスタ期間中にご来店のご本人さまに限らせていただきます。　※各ショップ1回限りとさせていただきます。
下記対象ショップで、エムアイカード プラスでのお支払い・ポイント利用の際に記載の特典が受けられます。
※特典・サービスの提供は、フェスタ期間中にご来店のご本人さまに限らせていただきます。　※各ショップ1回限りとさせていただきます。

12月5日（水）～25日（火）　恵比寿三越 各階

エビス スタイル
ビューティ セレクト

※限定ショップの会期中に限る。
※一部対象外の地域がございます。


