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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
		
		
		

（木）〜7月18日（水）
6月 7日
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 7日
（木）〜7月17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 1日
（金）〜7月18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 7日
（木）〜7月25日（水）
TEL.0422-21-5111〈代表〉
10時〜20時［最終日は17時閉場］

２ ０１ ８ サマーギフト

		
		
		

■ たまプラーザ店 3階

2 0 17

		
		

6月7日
（木）〜7月24日（火）
〈代表〉
TEL.045-903-2211
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 7日
（木）〜7月25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 7日
（木）〜7月18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
（金）〜7月18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
（金）〜7月31日（火）
TEL.045-985-8030〈代表〉
10時〜21時［最終日は20時閉場］

全国無料配送
ギフト800選

サマーギフトセンターお買い上げ特典
特典

1

配送料・
以上お買い上げの
◆15,000円
〈 税込、
商品券を除く 〉

先着 50,000

名様に〈 関東 9店合計 〉

特典

2

配送料・
〈 税込、
以上お買い上げの
◆10,000円
商品券を除く 〉

先着 110,000名様に、東急百貨店での
お買い物が10％ 割引になる

「折りたたみクーラーバッグ」を
「特別割引券2,000円分」
をプレゼント！
プレゼント！ ●お好きな色をお選びいただけます。
サイズ：W42×D18×H31cm
（取手部分除く）

※20,000円〈税込、配送料・商品券を除く〉以上お買い上げの場合は、
2 枚さしあげます。
東急百貨店各店にてお買い上げの際、
10％分の割引券（最大2,000円分）として
ご利用いただけます。割引券の有効期限は2018年7月31日（火）までです。
※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。

ブルー

イエロー

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

2

カードでのお買い上げで

+

の

アップ
ポイント！

％
通常 3〜10％の

5〜12％

ポイントが、

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お買い物カード」はご利用いただけません。

〈24時間承り7月31日
（火）
17時まで〉

他社の承り伝票をお持ちの方へ 他社のお中元・お歳暮の承り伝票をご持参いただくとお買い上げ時に
「特別割引券2,000円分」を1枚さしあげます。

東急百貨店の

慶弔ギフト特別ご優待

人生の節目 節目の儀礼に際し、

特別ご優待・サービス

東急百貨店では先様に感謝の気持ちを

① 慶弔ギフトカタログ掲載価格から10～20% のご優待（一部除外品あり）

※TFC会員である旨お申し出ください。

全国配送料無料商品を約 180点ご用意

お伝えする品々をご用意いたしました。

② 選べるカタログギフト｢百花一選 ｣ ｢沙羅 ｣本体価格から10％のご優待

経験豊富な係員がご相談を承り、

③ お申し込み件数分の弔事ご挨拶状（定型文 ）無料サービス

お手伝いをさせていただきます。

④ 名簿整理のお手伝い（芳名帳から配送伝票の名簿作成をさせていただきます）

まずは慶弔ギフトカタログをご請求ください。

⑤ 経験豊富な専門の係員がご自宅まで訪問いたします（1都 2県：東京・神奈川・埼玉）

※ネットショッピングに掲載の「弔事返礼 」とは、
ご挨拶状や配送料等のサービスが一部異なります。

※まずはご連絡ください。直接店舗にご来店される場合は、②〜⑤ のサービスはご利用いただけません。

カタログ のラインアップ
東 急百 貨 店

東急

ギフトカタログ

百貨 店の

選べるカタログギフト

日本名店街の草分け
〈東横のれん街〉

カタログの中から、先様にお好みの品をお選びいただく人気のギフト。

の老舗の味をはじめ、機能や素材・

老舗・名店の美味から雑貨まで多彩に
ご用意いたしました。

産 地 にこだわったタオルギフト な ど
東急百貨店お奨めのギフトを幅広く

百花一選

取り揃えました。

沙羅

全国のこだわりのおいしさを
満載した「食品カタログ」
東急百貨店の選べるギフト

※写真はイメージです。

掲載カタログのご請求に関するお問い合わせは：

  0120-109-061

承り時間：10時～18時

E-mail : tokuhan@tokyu-dept.co.jp

※「 TFCお買い物カード」がご利用いただけます。現金、各種クレジットカード・商品券でもお買い求めいただけます。

積立満期 お引き換えのご案内
● 満期お引き換えの際は当日、以下の3点をご用意ください。

①「お積み立て満期お引き換えご通知書」
（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）
● 継続してお積み立て
（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。

あらかじめご了承ください。

1年積立コース

8月お引き換えの会員さま

2017年7月

2017年 8月

お積み立て最終期日

2018年6月30日
（土）

2018年7月31日（火 ）

半年積立コース

7月お引き換えの会員さま

8月お引き換えの会員さま

ご入会月
お積み立て最終期日

● ご継続・新規ご入会の会員さま

7月お引き換えの会員さま

ご入会月

2018年1月
2018年6月30日
（土）

2018年 2月
2018年7月31日（火 ）

※お積み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

●

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

※お積み立ての状況は、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

ご本人確認書類をご提示いただきます。

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

（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。

場合がございます。
※毎月のお積み立ては、
当月末日までにご入金願います。

通帳記帳にてご確認ください。

▶ご利用に際して

▶ご解約に際して

東急ファミリークラブカウンターおよび割引優待施 「お買い物カード」をご利用いただける東急百貨店の店舗・施設
設ご利用の際は、必ず
「お買い物カード
（会員証）
」 は、満期お引き換えの際、東急ファミリークラブカウンターでお渡し
をご提示ください。
する
「お買い物カードのご案内」にてご案内しております。

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）
東横店カウンター（渋谷駅・東横店 西館 8 階）
吉祥寺店カウンター（吉祥寺店 8 階）
たまプラーザ店カウンター（たまプラーザ店 4 階）
さっぽろ店カウンター（さっぽろ東急百貨店 9 階）

TEL.03-3477-3240〈直通〉
TEL.03-3477-4718〈直通〉
TEL.0422-21-5448〈直通〉
TEL.045-903-2241〈直通〉
TEL.011- 212-2353〈直通〉

※表示価格は消費税を含んだ税込価格です。

