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※お積立ての最終期日までにお積立金を完納いただきませんと、ボーナスをお付けで
きない場合がございます。※毎月のお積立ては、当月末日までにご入金願います。
※お積立ての状況は、店頭入金の会員さまは東急ファミリークラブカウンターにてお渡
しする領収書で、預金口座振替［振替日：毎月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）］
の会員さまは通帳記帳にてご確認ください。

●満期お引換えの際は当日、以下の3点をご用意ください。
① 「お積立て満期お引換えご通知書」（別送のはがきにてご案内しております。）
② 会員証 　③ 印鑑（認印）

●継続してお積立（ご入金）の場合は、初回分のお積立金（現金）をご用意ください。

●初日は混雑が予想されますのでお待ちいただく場合がございます。
　予めご了承ください。

●ご継続・新規ご入会の会員さま
● 毎回「東急ファミリークラブ入会申込書」をご提出いただきます。
● ご継続などでのコース追加、新規ご入会に際して、「ご本人確認が未済」の場合は

 ご本人確認書類をご提示いただきます。

（注）運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的証明書のいずれか1つをご持参ください。

 積立満期 お引換えのご案内
 1年積立コース 7月お引換えの会員さま 8月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年7月 2016年8月

	 お積立最終期日 2017年6月30日（金） 2017年7月31日（月）

 半年積立コース 7月お引換えの会員さま 8月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2017年1月 2017年2月

	 お積立最終期日 2017年6月30日（金） 2017年7月31日（月）

▶ご利用に際して ▶ご解約に際して

「お買物カード」をご利用いただける東急百貨店の店舗・施設は、
満期お引換えの際、東急ファミリークラブカウンターでお渡しする

「お買物カードのご案内」にてご案内しております。

東急ファミリークラブカウンターおよび割引優待施
設ご利用の際は、必ず「お買物カード（会員証）」を
ご提示ください。

ご解約される場合は、会員証、印鑑（認印）に加え、ご本人確認
ができる写真付きの公的証明書（運転免許証・パスポートな
ど）をご用意ください。

東急百貨店各店　カスタマーセンター内
東急ファミリークラブ（TFC）カウンター

本店カウンター（渋谷・本店 6 階） TEL.03-3477-3240 〈直通〉
東横店カウンター（渋谷駅・東横店 西館 8 階） TEL.03-3477-4718 〈直通〉
吉祥寺店カウンター（吉祥寺店 8 階） TEL.0422-21-5448 〈直通〉
たまプラーザ店カウンター（たまプラーザ店 4 階） TEL.045-903-2241 〈直通〉
さっぽろ店カウンター（さっぽろ東急百貨店 9 階） TEL.011-212-2353 〈直通〉

※表示価格は消費税を含んだ税込価格です。

◆10,000円〈　　 　 〉以上お買上げの
先着50,000名様〈関東9店合計〉に

「国産オーガニックコットンタオル」を
プレゼント！
●お好きな色をお選びいただけます。　オーガニックコットンタオル／サイズ：34×80cm
※色・数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦願います。※インターネット・
FAX・郵送・電話でのご注文は対象外です。

サマーギフトセンターでの
お買上げで

◆10,000円〈　　 　 〉以上お買上げのお客様に、
東急百貨店でのお買物が10％割引になる

「特別割引券2,000円分」をプレゼント！
※20,000円〈税込、配送料・商品券を除く〉以上お買上げの場合は、
2枚さしあげます。
7月31日（月）まで、東急百貨店各店にてお買上げの際、10％分の
割引券 （最大2,000円分）としてご利用いただけます。
※現金でも、クレジットでもご利用いただけます。※東急百貨店ネットショッピングではご利用いた
だけません。※詳しくは係員におたずねください。

サマーギフトセンターでも、
インターネット※でも
6月30日（金）までのお買上げで税込、配送料・

商品券を除く

税込、配送料・
商品券を除く

インターネットでのご注文なら
掲載商品全品配送料無料！
※一部配送料込の商品がございます。
※「TFCお買物カード」はご利用いただけません。

〈24時間承り7月31日（月）17時まで〉

全国無料配送
ギフト850選

カードでのお買上げで

+2％
の

通常3〜10％のポイントが、

5〜12％になります。

アップ
ポイント！

上記の「特別割引券」と「TFCお買物カード」は併用できません。
あらかじめご了承ください。

〈お知らせ〉

※インターネットでのお買上げの場合は、エントリーが必要です。

 東急百貨店
 サマーギフトセンターのご案内
 ■渋谷・本店 3階 イベントサロン 

  6月8日（木）〜7月19日（水） 
  TEL.03-3477-3111〈本店・東横店代表〉
  10時〜19時［最終日は17時閉場］　　

 ■渋谷駅・東横店 西館8階
  6月8日（木）〜7月18日（火）
  TEL.03-3477-3111〈東横店・本店代表〉
  10時〜21時［最終日は18時閉場］　　

 ■渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉地下3階
  サマーギフト承りカウンター
  6月8日（木）〜7月19日（水）
  TEL.03-3461-1090〈代表〉
  10時〜21時［最終日は21時閉場］
  ※サマーギフトの配送のみの承りとなります。
  あらかじめご了承ください。　

 ■吉祥寺店 8階
  6月8日（木）〜7月19日（水）
  TEL.0422-21-5111〈代表〉
  10時〜20時［最終日は17時閉場］

 ■たまプラーザ店 3階 
  6月8日（木）〜7月26日（水）
  TEL.045-903-2211〈代表〉
  10時〜20時［最終日は17時閉場］

 ■町田東急ツインズ イースト1階
  （レ・シ・ピ町田）食品ギフトコーナー
  6月8日（木）〜7月26日（水）
  TEL.042-728-2111〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］

 ■日吉東急アベニュー 本館1階
  サマーギフトコーナー
  6月8日（木）〜7月19日（水）
  TEL.045-560-1511〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］

 ■二子玉川 東急フードショー
  （二子玉川ライズ・ショッピングセンター 地下1階）
  サマーギフト承りカウンター
  6月1日（木）〜7月19日（水）
  TEL.03-6805-7111〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］ 
  ※サマーギフトの配送のみの承りとなります。
  あらかじめご了承ください。

 ■レ・シ・ピ青葉台 （青葉台東急スクエアSouth-1 地下1階）

　　食品ギフトコーナー
  6月1日（木）〜7月31日（月）
  TEL.045-985-8030〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］
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● 日比谷シアタークリエ （日比谷駅）

ミッドナイト･イン･バリ 〜史上最悪の結婚前夜〜
9月20日（水）14時開演
9月23日（土・祝）13時開演

バリでの結婚式を明日に控える、個性が強すぎる男女4人が織りなす
ハイスピード毒舌ラブコメディー！
出演者は、次 と々新境地を見せる演技派･栗山千明、マルチな才能を発揮する溝端淳平、
チャーミングな存在感が光る浅田美代子、俳優として歌手として活躍する中村雅俊という
多彩な顔ぶれ。脚本はNHK連続テレビ小説『ひよっこ』の岡田惠和。演出は、映画『神様の
カルテ』、ドラマ『偽装の夫婦』の監督･深川栄洋が初の舞台に挑みます。ご期待ください。

脚本：岡田惠和／演出：深川栄洋／音楽：萩野清子
出演：栗山千明、溝端淳平、浅田美代子、中村雅俊

　　　　    発売日：6月29日（木）
全席指定 会員価格（一般販売価格9,200円） ［各日とも10枚限り］

店頭販売

展覧会チケットは、渋谷・本店、渋谷駅・東横店、吉祥寺店、たまプラーザ店の
東急百貨店カスタマーセンターにてお買求めいただけます。

● ホテルオークラ東京 アスコットホール［地下2階］（神谷町駅）

第23回 秘蔵の名品 アートコレクション展 

佳
か じ ん

人礼
ら い

讃
さ ん

 ―うるわしの姿を描く―
7月31日（月）〜8月24日（木） 10時〜17時30分 ※初日のみ12時から

うるわしの秘蔵品がこの夏限定で勢揃い。
洋の東西を問わず、人々の姿はいにしえから現在に至るまで、絵画表現の大きなテーマと
なってきました。本展では、女性を主題とした作品を中心にさまざまな肖像画・風俗画など
74点の西洋画、日本の洋画、日本画をご紹介します。

一般1,000円（当日1,300円） 大学生・高校生900円（当日1,000円） 

※7月30日（日）までの販売。　お問合せ：TEL.03-3505-6110（ホテルオークラ東京 営業企画部）

展覧会チケット

上村松園《うつろふ春》（霊友会妙一コレクション）

上記（歌舞伎座・新橋演舞場・日比谷シアタークリエ）のチケットは、
渋谷・本店、吉祥寺店の2店のTFCカウンターにて発売いたします。

「TFC お買物カード」がご利用いただけます。なお、公演ごとにチケット発売日が決まって
おりますので、ご注意ください。

※ご購入の際には、会員証をご提示ください。
※枚数に限りがございますので、売切れの際はご容赦願います。
※チケットのお取扱い期間は、特に記載のない場合、発売日から1週間程度です。
※特に記載のない公演は、未就学児のご入場はできません。
※主催者の都合などにより、内容の変更やチケットの販売を中止する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

でのチケット購入方法店頭販売

いま話題の歌舞伎・舞台・展覧会のご案内です。チケット
● 歌舞伎座 （東銀座駅）

八月納涼歌舞伎
第一部：8月11日（金・祝）・16日（水）各日11時開演
第二部：8月15日（火）・18日（金）各日14時15分開演
第三部：8月19日（土）・21日（月）各日18時30分開演
　　　　    発売日：6月29日（木）
1等席 会員価格  ［各日とも16枚限り、お席は選べません］

● 新橋演舞場 （東銀座駅）
OSK日本歌劇団
レビュー夏のおどり 
昼の部：9月1日（金）11時30分開演
夜の部：8月31日（木）17時30分開演
　　 　9月1日（金）・3日（日）各日16時開演

2017年 創立95周年を迎えるOSK日本歌劇団が、
劇場を桜満開にいたします!

出演：高世麻央 他
　　　　   発売日：7月3日（月）
会員特別料金：S席 会員価格

（一般販売価格9,500円）
［各日とも8枚限り］

松竹新喜劇 新秋公演 
昼の部： 一、新・親バカ子バカ 二、帰ってきた男
9月10日（日）・22日（金）各日11時30分開演

夜の部： 一、鼓
つづみ

 二、お染風邪久松留守
9月9日（土）・21日（木）各日16時30分開演 

出演：渋谷天外、藤山扇次郎 他
 ※9日（土）・10日（日）久本雅美出演
　　　　   発売日：7月13日（木）
会員特別料金：1等席 会員価格

（一般販売価格12,000円）
［各日とも8枚限り］

秀山祭九月大歌舞伎
昼の部：9月5日（火）・11日（月）各日11時開演予定
夜の部：9月20日（水）・23日（土・祝）各日16時30分開演予定
　　　　    発売日：7月27日（木）
1等席 会員価格（お弁当付［セット販売となります］）［お弁当の種類は
変更の可能性がございます］ ［各日とも16枚限り、お席は選べません］

渋谷・本店、吉祥寺店 TFCカウンターで販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

店頭販売

TFC会員さまだけの特典付き
渋谷エクセルホテル東急 25階 
日本料理「旬彩」人気のランチ「旬彩弁当」
季節の素材を吟味してつくりあげた特製「旬彩弁当」を、TFC会員さまにはワンドリ
ンクサービスの特典付きでお召し上がりいただけます。日本料理では珍しい肉料理を
メインとしたボリュームのあるメニューです。繊細で美しい和の心を尽くした料理で、上
質なひとときをお過ごしください。お食事とともに地上100ｍの眺望もお楽しみのひ
とつ。夏の季節は、神宮の杜の緑が目にまぶしく映えることでしょう。

●ご予約・お問合せ：TEL.03-5457-0131〈直通〉
※ご予約（ご注文）の際は「TFC会員」とお申出いただき、ご利用時に「TFC会員証」をご提示ください。
渋谷エクセルホテル東急25階 日本料理「旬彩」 東京都渋谷区道玄坂1-12-2（渋谷マークシティ内）

ご優待期間：8月31日（木）まで / 時間：11時30分〜15時（ラストオーダー14時）
料金：お一人様3,600円（税･サービス料込）

特典：当ランチ「旬彩弁当」をご予約（ご注文）の会員さまにワンドリンク（ビール、日本酒、
焼酎、ソフトドリンクなど）をサービスいたします。

「旬彩弁当」メニュー
先付け、お造り、揚物、焼物、煮物、茶碗蒸し、
食事、香の物、留椀、デザートの全10品

※メニュー内容は月変わりとなります。

ダイニング＆ショートトラベル この夏のチャンスをお見逃しなく。

※写真はイメージです。

　　　　人数限定の水上特等席で、未体験の花火見物。

「2017 隅田川花火大会･屋形船観覧クルーズ」
《第二会場より観覧》（木場より乗船）

隅田川花火大会クルーズの中でも、花火自体が大
きく見ごたえ満点の第二会場からのご観覧プラン
です。開放感抜群で揺れの少ない大型屋形船は、
360°の風景を楽しめる展望スカイデッキを完備。定
員70名のところ44名様でご案内。夏の一夜、人形
町今半の花火御膳と飲み放題を楽しみながら、江
戸情緒にひたっていただけます。
●開催日：7月29日（土）

【スケジュール】［15時］「屋形船 深川吉野屋」乗船場前にて
集合･受付⇒［15時15分］出船※船内にてお食事＆飲み放題をお

楽しみください。⇒［19時30分］『隅田川花火大会観覧』※屋形
船スカイデッキには定員がございますので、順番にご案内いたします。

⇒［20時30分頃］花火大会終了後、乗船場へ向け出発⇒［21
時30分］「屋形船 深川吉野屋」乗船場帰港後、各自解散※帰港
時間は21時30分〜22時を予定しております。

参加費：お一人様 38,000円（税込）※参加費には乗船料（添乗員付）･お食事（飲み放題付）が含まれます。

最小催行人員：35名様（定員44名）
【ご注意事項】※当ツアーは6歳（小学校1年生）以上のお客様にご参加いただけます。※荒天による花火大会中止の際は
船の運航に支障がない限り、ディナークルーズとして実施し、お一人様旅行代金の50％の払い戻しをさせていただきます。

● お申込み・お問合せ：ポケカルお客様センター
TEL.03-5652-7072（9時〜18時、無休） FAX.03-3662-6776（24時間受付）
※お申込みの際にオペレーターに商品番号【1972-10178】をお伝えください。
〈お支払方法〉郵便局やコンビニでご利用いただける払込用紙でのお支払となります
（手数料はかかりません）。開催5日前から3日前までのお申込みの場合、銀行振込（振込手数料はお客
様負担）とさせていただきます。

〈お申込み締切〉開催日3日前まで。詳しくはオペレーターにご確認ください。 
■ 旅行企画実施：株式会社ポケカル 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町20-1 アンソレイエ・オオタ5F 
東京都知事登録旅行業第2-6811号 全国旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者：鈴木道男※写真はイメージです。

写真はイメージです。

※ご案内の2つのコースに、「TFC お買物カード」はご利用いただけません。

クラシックファン注目のチケットをおトクに。チケット
チケットのお申込みは、電話受付にて承ります。電話受付

● 東京オペラシティコンサートホール（初台駅）

デビュー20周年記念東京公演 愛と平和への祈りをこめてVol.7
森麻季ドラマティック･コンサート オペラ･アリアを歌う
9月9日（土）18時開演

チャレンジ精神にあふれ、進化し続ける森麻季の記念リサイタル。
名アリアの数々を美しく艶やかにお届けします。

曲目・演目
モーツァルト：「モテット踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ」
ヘンデル：歌劇「リナルド」より「涙の流れるままに」
ドニゼッティ：歌劇「シャモニーのリンダ」より「私の心の光」
ロッシーニ：歌劇「セヴィリアの理髪師」より「今の歌声は」
ヴェルディ：歌劇「リゴレット」より「慕わしき人の名は」
ヴェルディ：歌劇「椿姫」より「ああ、そは彼の人か〜花から花へ」他
指揮：岩村力 / 演奏：東京フィルハーモニー交響楽団

● サントリーホール（溜池山王駅･六本木一丁目駅）

演奏活動55周年記念
前橋汀子 アフタヌーン・コンサートVol.13
9月17日（日）14時開演

いまも変わらず優雅さと円熟味あふれ、聴衆を
魅了し続ける前橋汀子。今回はオーケストラと
共に名曲中の名曲を甘美にお届けします。

曲目
ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏曲ニ長調 op.61
エルガー：愛の挨拶
マスネ：タイスの瞑想曲
サン=サーンス：序奏とロンド･カプリチオーソ 他
指揮：ヴァハン･マルディロシアン
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団　   

会員特別料金：全席指定 会員価格（一般販売価格3,800円）
 ［20枚限り］

© 篠山紀信電話受付

上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：公演日の2週間前まで
■お申込み・お問合せ先：〈ジャパン・アーツ特電ダイヤル〉

（受付期間中）TEL.03-5774-3050 ［連日10時〜18時］お申込みの際「TFC会員」である旨、オペレーターにお申出ください。
■ チケット代金のお支払い（お受取り）は、クレジットカード決済（チケットはご配送・送料無料）、または、
チケットぴあ、コンビニエンスストアでのご購入からお選びいただけます。クレジットカード以外のお支払
いについてはオペレーターにご確認ください。
※お申込み後のキャンセル・変更はできません。※予定枚数終了の場合はご容赦ください。※未就学児不可。
※「TFC お買物カード」はご利用いただけません。

上記公演は電話受付にて承ります。

■お申込み受付期間：7月4日（火）から
※予定枚数に達し次第終了とさせていただきます。

■お申込み・お問合せ先：〈KAJIMOTO〉
（受付期間中）TEL.03-3574-0550 
［10時〜18時30分 土･日曜･祝日休業］
※お申込みの際「TFC会員」である旨、オペレーターにお申出ください。

■ チケット代金のお支払いは、クレジットカード決済となります。
なお、チケットはレターパックによる配送になります。チケットのお
届け先1件につき所定の送料手数料をご負担いただきます（レター
パック360円別途）。詳しくはオペレーターにご確認ください。
※お申込み後のキャンセル・変更はできません。※未就学児不可。※「TFC お買物
カード」はご利用いただけません。

電話受付

 【特別企画】 公演をより楽しむためのレクチャーご招待。

オペラ･アリアの曲目と聴きどころを音楽評論家･奥田佳道さんが解説します。
コーヒー、紅茶などお飲物をご用意しております。

お申込み先着30名様限定　日時：9月9日（土）16時〜17時
集合：東京オペラシティコンサートホール入口
　   

会員特別料金：S席会員価格（一般販売価格 S席9,000円） ［30枚限り］
©Yuji Hori
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※お積立ての最終期日までにお積立金を完納いただきませんと、ボーナスをお付けで
きない場合がございます。※毎月のお積立ては、当月末日までにご入金願います。
※お積立ての状況は、店頭入金の会員さまは東急ファミリークラブカウンターにてお渡
しする領収書で、預金口座振替［振替日：毎月10日（銀行休業日の場合は翌営業日）］
の会員さまは通帳記帳にてご確認ください。

●満期お引換えの際は当日、以下の3点をご用意ください。
① 「お積立て満期お引換えご通知書」（別送のはがきにてご案内しております。）
② 会員証 　③ 印鑑（認印）

●継続してお積立（ご入金）の場合は、初回分のお積立金（現金）をご用意ください。

●初日は混雑が予想されますのでお待ちいただく場合がございます。
　予めご了承ください。

●ご継続・新規ご入会の会員さま
● 毎回「東急ファミリークラブ入会申込書」をご提出いただきます。
● ご継続などでのコース追加、新規ご入会に際して、「ご本人確認が未済」の場合は

 ご本人確認書類をご提示いただきます。

（注）運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的証明書のいずれか1つをご持参ください。

 積立満期 お引換えのご案内
 1年積立コース 7月お引換えの会員さま 8月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年7月 2016年8月

	 お積立最終期日 2017年6月30日（金） 2017年7月31日（月）

 半年積立コース 7月お引換えの会員さま 8月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2017年1月 2017年2月

	 お積立最終期日 2017年6月30日（金） 2017年7月31日（月）

▶ご利用に際して ▶ご解約に際して

「お買物カード」をご利用いただける東急百貨店の店舗・施設は、
満期お引換えの際、東急ファミリークラブカウンターでお渡しする

「お買物カードのご案内」にてご案内しております。

東急ファミリークラブカウンターおよび割引優待施
設ご利用の際は、必ず「お買物カード（会員証）」を
ご提示ください。

ご解約される場合は、会員証、印鑑（認印）に加え、ご本人確認
ができる写真付きの公的証明書（運転免許証・パスポートな
ど）をご用意ください。

東急百貨店各店　カスタマーセンター内
東急ファミリークラブ（TFC）カウンター

本店カウンター（渋谷・本店 6 階） TEL.03-3477-3240 〈直通〉
東横店カウンター（渋谷駅・東横店 西館 8 階） TEL.03-3477-4718 〈直通〉
吉祥寺店カウンター（吉祥寺店 8 階） TEL.0422-21-5448 〈直通〉
たまプラーザ店カウンター（たまプラーザ店 4 階） TEL.045-903-2241 〈直通〉
さっぽろ店カウンター（さっぽろ東急百貨店 9 階） TEL.011-212-2353 〈直通〉

※表示価格は消費税を含んだ税込価格です。

◆10,000円〈　　 　 〉以上お買上げの
先着50,000名様〈関東9店合計〉に

「国産オーガニックコットンタオル」を
プレゼント！
●お好きな色をお選びいただけます。　オーガニックコットンタオル／サイズ：34×80cm
※色・数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦願います。※インターネット・
FAX・郵送・電話でのご注文は対象外です。

サマーギフトセンターでの
お買上げで

◆10,000円〈　　 　 〉以上お買上げのお客様に、
東急百貨店でのお買物が10％割引になる

「特別割引券2,000円分」をプレゼント！
※20,000円〈税込、配送料・商品券を除く〉以上お買上げの場合は、
2枚さしあげます。
7月31日（月）まで、東急百貨店各店にてお買上げの際、10％分の
割引券 （最大2,000円分）としてご利用いただけます。
※現金でも、クレジットでもご利用いただけます。※東急百貨店ネットショッピングではご利用いた
だけません。※詳しくは係員におたずねください。

サマーギフトセンターでも、
インターネット※でも
6月30日（金）までのお買上げで税込、配送料・

商品券を除く

税込、配送料・
商品券を除く

インターネットでのご注文なら
掲載商品全品配送料無料！
※一部配送料込の商品がございます。
※「TFCお買物カード」はご利用いただけません。

〈24時間承り7月31日（月）17時まで〉

全国無料配送
ギフト850選

カードでのお買上げで

+2％
の

通常3〜10％のポイントが、

5〜12％になります。

アップ
ポイント！

上記の「特別割引券」と「TFCお買物カード」は併用できません。
あらかじめご了承ください。

〈お知らせ〉

※インターネットでのお買上げの場合は、エントリーが必要です。

 東急百貨店
 サマーギフトセンターのご案内
 ■渋谷・本店 3階 イベントサロン 

  6月8日（木）〜7月19日（水） 
  TEL.03-3477-3111〈本店・東横店代表〉
  10時〜19時［最終日は17時閉場］　　

 ■渋谷駅・東横店 西館8階
  6月8日（木）〜7月18日（火）
  TEL.03-3477-3111〈東横店・本店代表〉
  10時〜21時［最終日は18時閉場］　　

 ■渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉地下3階
  サマーギフト承りカウンター
  6月8日（木）〜7月19日（水）
  TEL.03-3461-1090〈代表〉
  10時〜21時［最終日は21時閉場］
  ※サマーギフトの配送のみの承りとなります。
  あらかじめご了承ください。　

 ■吉祥寺店 8階
  6月8日（木）〜7月19日（水）
  TEL.0422-21-5111〈代表〉
  10時〜20時［最終日は17時閉場］

 ■たまプラーザ店 3階 
  6月8日（木）〜7月26日（水）
  TEL.045-903-2211〈代表〉
  10時〜20時［最終日は17時閉場］

 ■町田東急ツインズ イースト1階
  （レ・シ・ピ町田）食品ギフトコーナー
  6月8日（木）〜7月26日（水）
  TEL.042-728-2111〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］

 ■日吉東急アベニュー 本館1階
  サマーギフトコーナー
  6月8日（木）〜7月19日（水）
  TEL.045-560-1511〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］

 ■二子玉川 東急フードショー
  （二子玉川ライズ・ショッピングセンター 地下1階）
  サマーギフト承りカウンター
  6月1日（木）〜7月19日（水）
  TEL.03-6805-7111〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］ 
  ※サマーギフトの配送のみの承りとなります。
  あらかじめご了承ください。

 ■レ・シ・ピ青葉台 （青葉台東急スクエアSouth-1 地下1階）

　　食品ギフトコーナー
  6月1日（木）〜7月31日（月）
  TEL.045-985-8030〈代表〉
  10時〜21時［最終日は20時閉場］
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