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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 11月お引換えの会員さま 12月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年11月 2016年12月

	 お積立最終期日 2017年10月31日（火） 2017年11月30日（木）

 半年積立コース 11月お引換えの会員さま 12月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2017年5月 2017年6月

	 お積立最終期日 2017年10月31日（火） 2017年11月30日（木）

▶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。
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2017ウインターギフト

◆20,000円〈　　 　  〉以上お買上げの
先着24,000名様〈 　 　 　   〉に
 「さんかくドットの
A4トートバッグ＆ポーチ」を
プレゼント！

税込、配送料・
商品券を除く

関東9店・
インターネット計

●お好きな色をお選びいただけます。
　※両方同色セット〈ブルー・グレー〉のプレゼントとなります。
　※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。 
   トートバッグ／サイズ：W32×H40cm　
　ポーチ／サイズ：W15×D6×H11cm

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

 「さんかくドットのポーチ」を
さしあげます。

ブルー グレー

◆11月中に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！

税込、配送料・
商品券を除く

※20,000円〈 　　　〉以上
お買上げの場合は、2枚さしあげます。
2018年1月10日（水）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。

全国無料配送
ギフト800選

+2％
通常3〜10％のポイントが、

5〜12％になります。

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。

 ［24時間承り12月25日（月）17時まで］

カードでのお買上げで

税込、配送料・
商品券を除く

の

ウインターギフトセンターは早目のご利用がおトク！

アップ
ポイント！
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 ■ 吉祥寺店 8階
  TEL.0422-21-5111〈代表〉10時〜20時

 ■ たまプラーザ店 3階
  TEL.045-903-2211〈代表〉10時〜20時

 ■ 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
  TEL.042-728-2111〈代表〉10時〜21時

「TFC お買物カード」がご利用いただけます。

  ■ 渋谷・本店 3階 イベントサロン 

  TEL.03-3477-3111〈本店・東横店代表〉10時〜19時　

 ■ 渋谷駅・東横店 西館8階
  TEL.03-3477-3111〈東横店・本店代表〉10時〜21時

 ■ 渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉地下3階 
  ウインターギフト承りカウンター 
  TEL.03-3461-1090〈代表〉10時〜21時

東急百貨店  ウインターギフトセンターのご案内 
開設期間：11月9日（木）～12月下旬

※渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉とレ・シ・ピ青葉台は11月1日（水）、二子玉川 東急フードショーは11月2日（木）からの開設となります。
※各店により開設期間の最終日が異なりますので、ご注意ください。
※渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉と二子玉川 東急フードショーは、ウインタ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。

本ずわいがに棒ポーション
税込7,020円（本体6,500円）
698-065ク　

（ずわいがに棒ポーション（カナダ産）500g）
〈賞味期限：冷凍90日〉

冷凍

配送
料込

鹿児島県産黒毛和牛・黒豚
しゃぶしゃぶ食べ比べセット
税込4,860円（本体4,500円）
698-003ク 　

（ロースしゃぶしゃぶ120g、豚バラしゃぶしゃぶ150g）
〈賞味期限：冷凍120日〉

［北海道］ 数の子松前漬
税込3,888円（本体3,600円）
698-058ク　

（徳用数の子松前漬450g×2）
〈賞味期限：冷蔵30日〉

冬のお買得品

冷凍

配送
料込

配送
料込

※ご自宅用限定のため、ご進物としての注文は承りできません。
掛紙・包装・先様へのお届けはご容赦願います。

 ■ 日吉東急アベニュー 本館1階 
  ウインターギフトコーナー 
  TEL.045-560-1511〈代表〉10時〜21時

 ■ 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）
  ウインターギフト承りカウンター
  TEL.03-6805-7111〈代表〉10時〜21時

 ■ 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 
  TEL.045-985-8030〈代表〉10時〜21時

DEAN & DELUCA 「WHITE ホワイト コース」全80ページ。スイーツから食材、食器など60種以上掲載。　※写真はイメージです。

期間中「TFCお買物カードで合計10,000円（税込）以上」
ご利用のすべての会員さまにチャンス。自動抽選のうえ
100名様に、プレゼント！
※お買物の際、「TFCお買物カード」のご利用額のみを対象とさせていただきます。

［現金、クレジット、　　　　　　　　  カードのご利用額は含まれません］
※詳しくは売場係員におたずねください。

ＴＦＣお買物カード ご利用キャンペーン

使って、当てよう！

上記キャンペーンの抽選対象になります。 ウインターギフトセンターでお買求めいただけます。TFCお買物カードがご利用いただけます。

対象店舗
渋谷・本店／渋谷駅・東横店／渋谷ヒカリエ ShinQs〈シンクス〉／吉祥寺店／たまプラーザ店／
さっぽろ店／町田東急ツインズ イースト1階（レ・シ・ピ町田）／日吉東急アベニュー 本館1階／
二子玉川 東急フードショー／レ・シ・ピ青葉台／武蔵小杉 東急フードショースライス／
mikke〈ミッケ〉蒲田店 
※店舗によってご利用いただけない売場がございます。詳しくは売場係員におたずねください。

期間終了後、自動抽選いたします。お申込みの必要はありません。当選者の発表は
賞品の発送をもって代えさせていただきます。

詳しくは   東急ファミリークラブ 検索

の選べるカタログが当たる！

スパークリングワインとプロシュートなど ピザアソート シーフードグラタンセット スパークリングワインとスイーツ

絶妙な塩加減で旨みを引き出した甘鯛を、
老舗自慢のだしで上品な椀物に。
京では、ぐじと呼ばれ、美しい姿が晴れ
の膳にも重宝されてきた甘鯛。〈山ばな
平八茶屋〉の懐石の技でほどよい加減
に塩を打ち、天火でじっくりと焼き上げま
した。その身を椀種にし、料亭仕込みだ
しでいただくお吸いものです。

鹿児島県産黒毛和牛すき焼セット
税込7,560円（本体7,000円） 
698-010ク　

（肩ロースうす切り430g）
〈賞味期限：冷凍120日〉

冷凍

配送
料込

ご自宅用限定ご自宅用にギフトに

笑顔が集うひとときに華やぎを添える、
料亭仕込みのちらし寿司。
下鴨神社ゆかりの茶懐石の名門が贈る、目に
も鮮やかな晴れの美味。いくらやかに、小鯛
のささ漬、小川巻など、11種類もの具材を散
りばめた華ちらしと、鮭のそぼろと鯛のそぼろ
でめでたく彩った紅白ちらしのセットです。

［京都］〈下鴨茶寮〉
料亭の紅白ちらし・華ちらし
税込5,400円（本体5,000円） 
567-196L　（紅白ちらし、華ちらし〈小〉 各1）

〈賞味期限：冷凍30日〉

東急百貨店限定

［京都］〈紫野和久傳〉
蟹と蕪の炊き込みご飯
税込8,100円（本体7,500円）
567-165L　（2〜3人前／丹後米2合、蟹身、
小蕪、いくら、九条葱、特製だし）

〈消費期限：製造日含む冷蔵3日〉〈限定150セット〉
※11月15日（水）から12月17日（日）まで承り順にお届けします。
※先様のご在宅日を確認してからの発送となります。※お届け
地域によって、お届け日当日が消費期限となります。

東急百貨店限定季節の贈り物として、おもてなしの美味として、
料亭の味わいを楽しむ一品。
冬ならではの山海の幸を贅沢に使い、料理人
の技で季節の炊き込みご飯に仕立てました。日
本海でとれた蟹を、小蕪やいくらが味わいゆた
かに引き立てます。わいをご家庭で手軽に楽し
める贈り物です。お米と具材、料亭の特製だし
をあわせてご家庭で炊いていただき、できたて
ならではの味わいをお楽しみいただけます。

京料理の老舗中の老舗が技を尽くし、
趣向を凝らした冬の美味。
約300年の歴史を誇る〈京料理 美濃吉〉が、伝
統の技をご披露します。脂がのった旬のぶりは、
料亭のだしに大根おろしを加えたみぞれ鍋に。
甘鯛は海老や銀杏、百合根などとともにふっくら
とかぶら蒸しに仕立てました。

［京都］〈京料理 美濃吉〉
甘鯛のかぶら蒸しとぶりのみぞれ小鍋
税込5,400円（本体5,000円） 
567-189L 

（甘鯛のかぶら蒸し、ぶりのみぞれ小鍋 各3）
〈賞味期限：冷凍90日〉

東急百貨店限定

［京都］〈山ばな平八茶屋〉
焼ぐじ（甘鯛）のお椀
税込10,800円（本体10,000円）
567-206L　（焼甘鯛6切、濃縮だし40cc×2）

〈賞味期限：冷凍30日〉〈限定100セット〉

東急百貨店限定

東急百貨店の
贈り物

冷凍

冷凍 冷凍

配送
料込

配送
料込

配送
料込

配送
料込

※インターネット・FAX・郵送・電話でのご注文は対象外です。

税込、配送料・
商品券を除く

素敵なギフトカタログが
  100名様（全店計）に当たる！

11月2日（木）〜12月6日（水）
東急百貨店各店にて開催 

キャンペーン
期間

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〉
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TFC会員さまだけのご優待インフォメーション

※ご朝食は、レストラン「シャングリ・ラ」にて、50種類以上の和洋ブッフェ。

◆ 特典：大人の方にワンドリンクサービス付

〈「Komachi」プランメニュー例〉
● アミューズ 
● 本日のオードブル 
● サラダの盛り合わせ 
● 金目鯛のブイヤベース 
● 焼き野菜取り合わせ 
● メイン（一品をチョイス）
①黒毛和牛のフィレステーキ（100グラム） 
②黒毛和牛のロースステーキ（120グラム）
③活あわびのステーキ（200グラム） 
④活オマール海老の香草蒸し焼き（1尾）
※③④に関しては、ご注文の際、現地にて2,000円
の追加料金を頂戴いたします。
● ガーリックライスまたは河津名物わさび丼 
● 本日のアイスクリームまたはシャーベット 
● コーヒーまたは紅茶  
※小学生はお子様用鉄板焼メニューでご用意、幼児
は鉄板焼きメニューではございません。料金はホテ
ルにお問合せください。

ホテル伊豆急
『三大味覚満喫プラン』

紺碧の海と美味しいお料理、そして波の音が聞こえる露天風呂…。ご夕食には、人
気の三大味覚「鮑・伊勢海老・金目鯛」をご用意しました。会員さま限定の特別料金
でのご案内です。ホテル伊豆急で休日をゆっくりとお過ごしください。

● ご予約・お問合せ：ホテル伊豆急 
TEL.03-3463-8201（東京予約センター）静岡県下田市白浜2732-7
※ご予約の際は「TFC会員」である旨、お申出いただき、チェックイン時に「TFC会員証」をご提示ください。

● ご優待期間：11月1日（水）〜2018年2月9日（金） 
［ご利用除外日：11月3日（金）・4日（土）、12月29日（金）〜2018年1月3日（水）］

● 料金：お一人様1泊2食付（サービス料・消費税込、入湯税別）

  1室2名様以上同一料金  12,500円

※休前日は3,240円増し。※お子様には三大味覚・湯上りドリンクは付きません。

◆ 特典： 湯上りドリンク1杯サービス、お部屋は全室オーシャンビューを確約
36㎡のゆったりした洋室か、10畳の和室をお選びいただけます。禁煙のお部屋もございます。

トラベ ル & グルメ 海に癒やされ、食を満喫する旅に出かけませんか。

伊豆今井浜東急ホテル
ちょっと贅沢な鉄板焼きディナー「Komachi」プラン

「リーズナブルに鉄板焼きの醍醐味を」と考案したスペシャルコース「Komachi」。
目の前の鉄板で調理される厳選食材の数々 は、お客さまの五感を大いに刺激する
こと間違いなしです。海と大地の恵みを思う存分、お召しあがりください。
● ご予約・お問合せ：伊豆今井浜東急ホテル
TEL.0558-32-0109（代表）静岡県賀茂郡河津町見高35-1
※ご予約の際は「TFC会員」である旨、お申出いただき、チェックイン時に「TFC会員証」をご提示ください。
※伊豆今井浜東急ホテルでは、ご優待期間中（2018年１月31日（水）まで）の8時30分〜17時（土曜日除く）に、外壁
補修工事を予定しています。あらかじめご了承くださいませ。

● ご優待期間：12月1日（金）〜2018年3月30日（金） 
［ご利用除外日：12月28日（木）〜2018年1月3日（水）］

● 料金：お一人様1泊2食付（サービス料・消費税込、入湯税150円別）

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。

1室2名様ご利用時（スタンダードツイン）  20,100円〜30,000円　

「ふぐ会席プラン」のご用意もございます。
● 料金：お一人様1泊2食付（サービス料・消費税込、入湯税150円別）

 1室2名様ご利用時（スタンダードツイン）  18,200円〜27,600円
※メニュー等、詳細はホテルにお問合せください。



6

いま話題の歌舞伎・ステージのご案内です。チケット
渋谷・本店、吉祥寺店 TFCカウンターで販売店頭販売

上記ご案内のチケットは、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。チケット購入方法

での

● 新橋演舞場 （東銀座駅）

芸能生活55周年ファイナル
舟木一夫 特別公演
一、通し狂言 『忠臣蔵』 
　  前編〈昼の部〉花の巻  後編〈夜の部〉雪の巻
二、シアターコンサート《昼・夜別構成》

昼の部：12月9日（土）・18日（月）各日11時開演
夜の部：12月7日（木）・15日（金）各日16時開演
出演：舟木一夫、尾上松也、紺野美沙子、林与一、
里見浩太朗 他

　　　　    発売日：11月2日（木）
会員特別料金：1等席（1階・2階） TFC会員価格

（一般販売価格13,000円） 
［各日とも8枚限り、お席は選べません］

初春歌舞伎公演
通し狂言「世界花小栗判官」
2018年1月20日（土）・22日（月）・24日（水）・27日（土）各日12時開演
出演：尾上菊五郎、尾上松緑、尾上菊之助、中村時蔵 他

　　　　    発売日：11月27日（月）
会員特別料金：1等A席（1階・2階） TFC会員価格 

［各日とも8枚限り、お席は選べません］

● 国立劇場（半蔵門駅）
12月歌舞伎公演　

「今様三番三」、通し狂言「隅田春妓女容性 」 
12月17日（日）・20日（水）・23日（土・祝）・25日（月）・26日（火）
各日12時開演

華やかな女方舞踊と吉右衛門が初役で挑む
年末必見の舞台！
古風で大らかな時代物の女方舞踊『今様三番三』と、初代中村吉
右衛門も演じた主人公・梅の由兵衛に当代吉右衛門が初役で挑
む、名作『隅田春妓女容性』の上演！
出演：中村吉右衛門、中村歌六、中村又五郎、尾上菊之助、
中村錦之助、中村雀右衛門、中村東蔵 他

　　　　    発売日：11月2日（木）
会員特別料金：1等A席（1階・2階）TFC会員価格

［各日とも8枚限り、お席は選べません］

ご案内している展覧会チケットは、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。

● Bunkamuraザ・ミュージアム（渋谷駅）

神聖ローマ帝国皇帝 ルドルフ２世の驚異の世界展
2018年1月6日（土）〜3月11日（日）［1月16日（火）・2月13日（火）のみ休館］
開館時間：10時〜18時［毎週金・土曜日は21時まで（入館は各閉館の30分前まで）］

究極の趣味人のワンダーランド
プラハに宮廷を構え、神聖ローマ帝国皇帝として
君臨したハプスブルク家のルドルフ2世は、稀代
の収集家として知られています。本展では、ジュ
ゼッペ・アルチンボルドをはじめ、ルドルフ2世が
愛好した芸術家たちの作品を中心に、占星術や錬
金術にも強い関心を示した皇帝の、時に魔術的な
魅力に満ちた芸術と科学の世界をご紹介します。

展覧会チケット

ジュゼッペ・アルチンボルド 
《ウェルトゥムヌスとしての皇帝ルドルフ２世像》 
1591年、油彩・板、スコークロステル城、
スウェーデン Skokloster Castle, Sweden

ルーラント・サーフェリー　《花束》　
1611-12年頃、油彩・板、リール美術館、フランス 
Photo © RMN-Jacques Quecq d' Henripret
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2月喜劇名作劇場
喜劇　有頂天一座
2018年2月3日（土）16時30分開演 
2018年2月9日（金）11時30分開演

この冬、一番笑って泣ける人情喜劇‼
女剣劇の世界に巻き起こる狂騒曲。座長の座を
巡っての壮絶な女いくさが…。愚かな業・欲を愛お
しく包み込む人間賛歌！

出演：渡辺えり、キムラ緑子、林翔太、
村田雄浩、段田安則 他

　　　　    発売日：12月11日（月）
会員特別料金：1等席（1階・2階） TFC会員価格

（一般販売価格 12,000円）
［各日とも10枚限り、お席は選べません］

店頭販売

前売券は2018年１月５日（金）までの販売。
前売料金　一　般：1,400円（当日1,600円）
　　　　　大学・高校生：800円（当日1,000円）
　　　　　中学・小学生：500円（当日700円）
お問合せ：TEL.03-5777-8600（ハローダイヤル）
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● 歌舞伎座 （東銀座駅）

十二月大歌舞伎
第一部：12月8日（金）・16日（土）各日11時開演（予定）
第二部：12月5日（火）・11日（月）各日15時開演（予定）
第三部：12月14日（木）・23日（土・祝）各日18時30分開演（予定）
　　　　    発売日：10月30日（月）
1等席（1階・2階） 15,000円

［各日とも16枚限り、お席は選べません］

歌舞伎座百三十年 壽初春大歌舞伎
高麗屋三代襲名披露
松本幸四郎 改め 二代目 松本白　鸚
市川染五郎 改め 十代目 松本幸四郎
松本金太郎 改め 八代目 市川染五郎

昼の部：2018年1月11日（木）・12日（金）各日11時開演（予定）
夜の部：2018年1月9日（火）・17日（水）各日16時30分開演（予定）
　　　　    発売日：11月27日（月）
1等席（1階・2階） 20,000円
  ［各日とも16枚限り、お席は選べません］

店頭販売

店頭販売
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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 11月お引換えの会員さま 12月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2016年11月 2016年12月

	 お積立最終期日 2017年10月31日（火） 2017年11月30日（木）

 半年積立コース 11月お引換えの会員さま 12月お引換えの会員さま

	 ご入会月 2017年5月 2017年6月

	 お積立最終期日 2017年10月31日（火） 2017年11月30日（木）

▶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。
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