
日付 ～5/31 6/1～
新カード
お届け日まで

新カード
お届け日時点

新カードお届け日から
2015年５月31日まで
（この間新旧いずれも使用可）

2015年６月１日以降
（新カードのみ使用可）

◎旧カード
本年５月末まで有効
（前年お届け）

限度額100万円
ご利用額25万円
残高75万円 残高75万円

◎新カード
来年５月末まで有効
（本年お届け）

限度額100万円 6/1以降は、5/31までの
ご利用額を差し引いた
残高となります

限度額70万円

限度額合計175万円
残高75万円
限度額100万円

この間に105万円ご利用

限度額残70万円

J.フロント リテイリング株式会社

株主様ご優待制度のご案内

1   本カードは、お買い上げ時に売場係員にご提出いただきますと、以下の 
(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店における値札価格でのお買物に限り、 
各株主様のご利用限度額の範囲内でその 10% を割引いたします。

（株）大丸松坂屋百貨店
　大丸心斎橋店、大丸梅田店、大丸東京店、大丸浦和パルコ店、大丸京都店、
　大丸山科店、大丸神戸店、大丸須磨店、大丸芦屋店、大丸札幌店、
　松坂屋名古屋店、松坂屋豊田店、松坂屋高槻店、松坂屋上野店、
　松坂屋静岡店
（株）博多大丸福岡天神店、（株）下関大丸、（株）高知大丸、（株）鳥取大丸

①  本カードご利用時のお支払いには、現金のほか、A）当社が指定する商品券類、さらに2015
年6月1日以降　B）当社が指定するクレジットカードをご利用いただくことができます。
　A）  ご利用いただける商品券類…全国百貨店共通商品券（日本百貨店協会加盟店発行分）、百

貨店ギフトカード、(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店が独自に発行する商品券・
ギフトカード・商品お取替え券・友の会カード、他社発行クレジットギフト券。（但し、
それぞれの通用店舗に限ります）なお、その他の商品券、お買物券、商品お引換券等は
ご利用いただけませんので、ご注意ください。

　B）  ご利用いただけるクレジットカード…JFRカード(株)が発行する「DAIMARU CARD」、
「マツザカヤカード」など、当社が指定するクレジットカード。但し、(株)鳥取大丸では、
本カードとクレジットカードの併用のお取り扱いはいたしません。

②  本カードご利用時のお支払いに、当社指定以外の各種クレジットカードやデビッドカードは
ご利用いただけません。また、通信販売・代金引換によるお買物や外商掛売のご入金にはご
利用いただけません。
③  本カードは、(株)大丸松坂屋百貨店および関係百貨店ならびに(株)パルコの他のお買物優待
券、お買物優待制度、他の割引およびポイント付与制度との併用はできません。

④  本カードは、次のものについては割引いたしません。
　  生鮮食品（海産物・精肉・青果）、書籍・CD類、たばこ、切手・印紙類、商品券類、各種商
品引換券・ギフト券類、金・白金・銀の地金、貨幣類、各種送料・箱代・修理代、レストラ
ン・喫茶、理容・美容室・エステティックなどの施術サービス、旅行代金、その他（ルイ
ヴィトン、ティファニー、ブルガリ、カルティエ、エルメス、ロエベ、シャネル、東急ハン
ズ、ユニクロ、Ｈ＆Ｍ、ポケモンセンター、ICI石井スポーツ、ユザワヤなど）特に各社が指
定したもの。
2   本カードは、ご名義人様のほか、ご名義人様のご家族様がご利用いただけます。
法人株主様の場合は、代表者様の他、当該法人の役職員様がご利用いただけます。

3   本カードは、他人に譲渡、売買、貸与（但し、上記2の場合を除く）等をされた
場合は無効といたします。本カードは紛失されても再発行いたしません。また、
他のご名義への分割書換発行はできませんので、なにとぞご了承くださいませ。

「ご利用限度額（税込）」

（注）１単元の株式数は、2014年９月１日以降100株となりました。

２月末ご所有株式数 当社株式１単元以上継続保有期間
３年未満 ３年以上

100株以上500株未満 50万円 150万円
500株以上1,000株未満 100万円 200万円
1,000株以上2,000株未満 200万円 300万円
2,000株以上3,000株未満 300万円 400万円
3,000株以上4,000株未満 400万円 500万円
4,000株以上 500万円 600万円

「新カード」発行日から
2015年５月31日まで
   「新カード」発行日に、「新カード」
のご利用限度額と「旧カード」のご
利用限度額の残高を合算いたします。
   2015年５月31日までは、新旧どちら
のカードでもご利用いただけますが、
なるべく「新カード」をご持参くだ
さいますよう、お願いいたします。
（同年６月１日以降は「旧カード」を
ご持参されても、ご利用できません）
   「新カード」発行日から2015年５月
31日までの間に、「旧カード」ご利用
限度額の残高全額を超過してご利用
された場合、その超過分は「新カー
ド」のご利用限度額から減算されます。

2015年６月１日以降
   「新カード」のご利用限度額の範囲
内でのみご利用いただけます。（「旧
カード」のご利用限度額残高は失効
いたします）

※   「新カード」と「旧カード」が同一名義でも
番号が異なる場合、「旧カード」のご利用限
度額の残高は「新カード」に合算されません。

日付 ～5/31 6/1～
新カード
お届け日まで

新カード
お届け日時点

新カードお届け日から
2015年５月31日まで
（この間新旧いずれも使用可）

2015年６月１日以降
（新カードのみ使用可）

◎旧カード
本年５月末まで有効
（前年お届け）

限度額100万円
ご利用額25万円
残高75万円 残高75万円

◎新カード
来年５月末まで有効
（本年お届け）

限度額100万円 旧カードの失効に伴い
新カードのご利用限度額
のみ有効となります

限度額100万円

限度額合計175万円
残高75万円
限度額100万円

この間に50万円ご利用
残高25万円

限度額100万円

前年発行（2015年５月末まで有効）の
株主様ご優待カード（「旧カード」）をお持ちの株主さまへ

大丸・松坂屋での
お買物が本カードのご利用で、

このたびお届けしました2016年５月末まで有効の「新カード」が「旧カード」と同一番号の場合、
ご利用限度額のお取扱いは以下の通りとなります。 旧カード

▶ 

新
旧
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ド
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用
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額
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▶

「旧カード」のご利用限度額残高を下回った場合「新カード」お届け日から
2015年５月31日までのご利用額が例１

「旧カード」のご利用限度額残高を上回った場合「新カード」お届け日から
2015年５月31日までのご利用額が例２

このたび、本年２月末現在で、100株以上ご所有の株主様に「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード」と「パルコお買い物ご優待券」を
ご送付いたしました。つきましては、このご案内をご高覧の上、ご利用賜りますよう、ご案内申しあげます。

（注1）  大丸松坂屋百貨店の直営店は以下のとおりとなります。
大丸（心斎橋店、梅田店、東京店、浦和パルコ店、京都店、山科店、神戸店、須磨店、芦屋店、札幌店）　松坂屋（名古屋店、豊田店、高槻店、上野店、静岡店）

（注2）  鳥取大丸では、株主様ご優待カードのご利用にクレジットカードはお使いいただけません。

2015年６月１日より、株主様ご優待カードのご利用時に
以下のクレジットカードでもお支払いいただけるようになります。

大丸松坂屋百貨店の直営店と博多大丸福岡天神店でご利用いただけます

下関大丸でご利用いただけます 高知大丸でご利用いただけます

大丸松坂屋百貨店の直営店と
下関大丸、高知大丸でご利用いただけます

博多大丸福岡天神店でご利用いただけます

N E W S

※カードの色は毎年変更する予定です。

ご利用上のご注意

さくらパンダカード 博多大丸カード

博多大丸ゴールドカード

博多大丸プレステージカード

下関大丸ピーコックポイントカード

下関大丸お得意様カード

J.フロント リテイリング株式会社 東京都中央区八重洲二丁目１番１号  ヤンマー東京ビル内  J.フロント リテイリング株式会社  株式担当
電話（フリーコール） 0120-938-077（水・日曜日は定休日）　ホームページのご案内  http://www.j-front-retailing.com/証券コード：3086

一部割引対象外の商品がございます。
ご所有株式数と継続保有期間に応じて、年間ご利用限度額が設定されています。
有効期間は、新カードお届け日から2016年５月31日までです。

高知大丸お得意様クレジットカード

高知大丸ウィングカード

優待

1 10%OFF!

  他のお買物優待券、お買物優待制度、割引およびポイント付与制度との併用はできません。また、クレジットカード
等のポイントは、お支払い代金へ充当できません。

大丸松坂屋カード〈ゴールド〉

DAIMARU CARD

マツザカヤカード〈ゴールド〉

新カード

大丸松坂屋カード マツザカヤカード

DAIMARU CARD〈ゴールド〉

大丸松坂屋お得意様ゴールドカード



2015年

5月

展覧会情報は
各店のホームページ
をご覧ください。

■ 大丸ミュージアム〈神戸〉　大丸神戸店9階
　 （イベントホール）

■ パルコミュージアム　渋谷パルコ（パート1　3階）■ 松坂屋美術館　松坂屋名古屋店南館7階

※松坂屋美術館の展覧会情報は専用ホームページをご覧ください。
　http://www.matsuzakaya.co.jp/museum/museum.html
※上記はいずれも予定です。展覧会名称・会期・会場などは変更する場合がございます。
※開催時間はホームページ等でご確認ください。
※上記以外の有料文化催事ではご優待の対象外となる場合があります。

大 丸 第50回 日春展
（日展　日本画部春季展） ※入場無料

大丸心斎橋店本館7階催場
5月8日（金）～5月13日（水）

大 丸 第49回 日本伝統工芸染織展 大丸京都店大丸ミュージアム＜京都＞
5月20日（水）～5月25日（月）

パルコ FUNASSYI FANTASY WORLD 札幌パルコ（スペース7　7階）
5月22日（金）～6月8日（月）

松坂屋 第50回 日春展
（日展　日本画部春季展）

松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館
5月23日（土）～5月31日（日）

大 丸 深雪アートフラワー合同展
※入場無料

大丸心斎橋店北館14階イベントホール
5月30日（土）～6月3日（水）

優待

3 パルコでの現金によるお買物が、「パルコお買い物ご優待券」の
ご利用で税込2,000円ごとに

100円OFF!
一部割引対象外の商品がございます。
  パルコ（全国19店舗）の店頭でご利用いただけるご優
待券40枚綴りをお届けいたしました。
  有効期間は、ご優待券お届け日から2016年５月31日
までです。

1   本優待券は、以下の(株)パルコにおける現金によるお買い上げ税込
2,000円ごとに100円分としてご利用いただけます。お会計時にお買
い上げ金額2,000円ごとに本券１枚をご使用ください。

札幌パルコ、仙台パルコ、宇都宮パルコ、浦和パルコ、
新所沢パルコ、千葉パルコ、津田沼パルコ、池袋パルコ、
渋谷パルコ、ひばりが丘パルコ、吉祥寺パルコ、調布パルコ、
静岡パルコ、名古屋パルコ、松本パルコ、大津パルコ、
広島パルコ、福岡パルコ、熊本パルコ

※ZERO GATE店舗、Pedi汐留ではご利用いただけません。

①本券は、現金でのお買物に限り、ご利用いただけます。
②  本券は、商品券・ギフトカード等によるお買物にはご利用いただけません。
③  本券は、各種クレジットカード（「パルコ株主ご優待〈パルコカード・クラス
S〉」を含む）、通信販売・代金引換によるお買物およびそのご入金にはご利用
いただけません。
④  本券は、J.フロント リテイリング(株)および(株)大丸松坂屋百貨店ならびに関
係百貨店の他のお買物優待券、お買物優待制度、他の割引およびポイント付与
制度との併用はできません。
⑤  本券は、(株)パルコの他のお買物優待券、お買物優待制度、他の割引およびポ
イント付与制度との併用はできません。
⑥本券は、以下の店舗では、ご利用いただけません。
　  食品スーパー（大丸浦和パルコ店を含む）、書店、CDショップ、楽器店、旅行
代理店、その他別途定めた店舗（詳細はパルコ各店までお問い合わせください）。
⑦本券は、以下のものについては、ご利用いただけません。
　  商品券・図書カードなどの金券類、金地金、金貨、切手、印刷、タバコ、
プレイガイド、キャッシング、その他店頭において特に指定した商品・サービス
など。

2   本券は紛失されても再発行いたしません。

6月
松坂屋 第37回 日本新工芸展 松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館

6月3日（水）～6月9日（火）

大 丸 第50回 日春展
（日展　日本画部春季展） ※入場無料

大丸福岡天神店本館8階特別会場
6月3日（水）～6月8日（月）

大 丸 第23回 日本陶芸展 大丸心斎橋店北館14階イベントホール
6月5日（金）～6月10日（水）

松坂屋
微笑みに込められた祈り
円空・木喰展

松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館
6月13日（土）～7月12日（日）

１

大 丸 ウルトラマンで科学する！ 大丸京都店大丸ミュージアム＜京都＞
8月19日（水）～8月31日（月）

大 丸 いけばな新進作家展 大丸心斎橋店本館7階催場
8月27日（木）～9月1日（火）

ドーム兄弟（アンリ・ベルジェのデザインの基づく）
「花器〈ブドウとカタツムリ〉」

ⒸStiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf,
Foto： Studio Fuis ‒ ARTOTHEK

5

くまのプーさん展　Disney's Winnie the Pooh Exhibition
ⒸDISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works

by A.A.Milne and E.H.Shepard.

２

写真展 「岩合光昭の世界ネコ歩き」
フランス・パリ ⒸMitsuaki Iwago

3

7月
大 丸 人生はニャンとかなる！展 大丸心斎橋店北館14階イベントホール

7月1日（水）～7月13日（月）

松坂屋 くまのプーさん展
Disney's Winnie the Pooh Exhibition

松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館
7月17日（金）～9月6日（日）

大 丸 出現！妖怪ウォッチランド 大丸梅田店大丸ミュージアム＜梅田＞
7月22日（水）～8月3日（月）

大 丸 ふれあい ねこ展 大丸福岡天神店本館8階特別会場
7月23日（木）～8月3日（月）

大 丸 第64回 チャーチル会 大丸京都店大丸ミュージアム＜京都＞
7月29日（水）～8月3日（月）

２

『ちいさなうさこちゃん』（第2版、1963年）原画
Illustrations Dick Bruna 

Ⓒcopyright Mercis by,1953-2015
www.miffy.com

4

10月
大 丸 再興第100回 院展 大丸心斎橋店本館7階催場

10月7日（水）～10月13日（火）

大 丸 いけばな大阪展 大丸心斎橋店本館7階催場
10月15日（木）～10月20日（火）

松坂屋 浮世絵師 歌川国芳の世界展 松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館
10月24日（土）～11月23日（月・祝）

11月
松坂屋 再興第100回 院展

松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館
（第2会場  南館8階マツザカヤホール）
11月28日（土）～12月6日（日）

8月
大 丸 出現！妖怪ウォッチランド 大丸京都店大丸ミュージアム＜京都＞

8月5日（水）～8月16日（日）

大 丸
写真展
「岩合光昭の世界ネコ歩き」

大丸札幌店7階ホール
8月5日（水）～8月17日（月）

大 丸
誕生60周年記念
ミッフィー展

大丸神戸店9階イベントホール
8月5日（水）～8月17日（月）

大 丸 弱虫ペダル原画展 大丸心斎橋店本館7階催場
8月6日（木）～8月17日（月）

松坂屋
放映40周年特別企画
アルプスの少女ハイジとスイス展

松坂屋名古屋店南館8階マツザカヤホール
8月6日（木）～8月18日（火）

松坂屋 妖怪ウォッチランド 松坂屋上野店本館6階催事場
8月19日（水）～8月31日（月）

3

4

9月
松坂屋

デュッセルドルフ美術館
ゲルダ・ケプフ・コレクション
アール・ヌーヴォーのガラス展

松坂屋名古屋店南館7階松坂屋美術館
9月12日（土）～10月18日（日）

松坂屋 みんなのサザエさん展 松坂屋上野店本館6階催事場
9月18日（金）～9月29日（火）

5

左.円空《毘沙門天》（岐阜県・関市）　　右.木喰《自身像》日本民藝館

１

大丸・松坂屋各店 および パルコ（札幌・渋谷・名古屋・福岡）
アートスペースで開催する有料文化催事へ、本カードのご提示により、
ご持参人およびご同伴者１名様に限り、無料でご入場いただけます。 料入場!無

http://www.matsuzakaya.co.jp/松坂屋

http://www.daimaru.co.jp/museum/index.html大 丸

http://www.parco-art.com/web/パルコ

大丸・松坂屋・パルコで開催予定の主な有料文化催事

ご利用上のご注意

優待
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