
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
2022年５月31日まで

（この間新旧いずれも使用可）
2022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 リテイリング株主様

大丸・松坂屋お買い物ご優待カードのご案内

1   本カードは、店頭での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（税込）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、大丸京都店、大丸神戸店、
　大丸須磨店、大丸芦屋店、大丸札幌店、大丸下関店
　松坂屋名古屋店、松坂屋上野店、松坂屋静岡店、松坂屋高槻店

（株）博多大丸福岡天神店、（株）高知大丸

①  

　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、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）。その他の商品券、お買物券、商品お引換券  

②本カードご利用時のお支払いに、大丸松坂屋友の会カード （※）、 
　当社指定以外の各種クレジットカードやデビットカードはご利用　

　いただけません。また、代金引換によるお買物や、外商掛売のご  

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、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。

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

「大丸松坂屋カード」「大丸松坂屋ゴールドカード」「さくらパン
ダカード」など、当社が指定するクレジットカード。

入金にはご利用いただけません。
　（※）  ただし、博多大丸友の会カードにつきましては、（株）博多大丸福岡天神店で

のお買物に限りご利用いただけます。

③本カードは、(株)大丸松坂屋百貨店および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。

④  本カードは、次のものについては割引いたしません。 

　  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、シャネル、ヴァンクリーフ＆アーペ 

ル、ロレックス、パテックフィリップ、リシャールミル、東急ハン 

ズ、ユニクロ、ポケモンセンター、石井スポーツ、ユザワヤ、ヨ
　ドバシカメラなど）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もご利用い
ただけます。 法人株主様の場合は、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）」

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

（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。

「新カード」発行日から
2022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。

   2022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2022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。

2022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
2022年５月31日まで

（この間新旧いずれも使用可）
2022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（2022年５月末まで有効）の
株主様ご優待カード（「旧カード」）をお持ちの株主様へ

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2023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り扱いは以下のとおりとなります。 旧カード

▶ 

新
旧
カ
ー
ド
の
ご
利
用
限
度
額
の
動
き
の
一
例 

▶

「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
2022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
2022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」をお届けいたします。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、お願い申しあげます。

（注）  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、京都店、神戸店、須磨店、芦屋店、札幌店、下関店）　松坂屋（名古屋店、上野店、静岡店、高槻店）

株主様ご優待カードのご利用時のお支払いにお使いいただけるクレジットカードは以下のとおりです。

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

大丸下関店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

ご利用上のご注意

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 東京都中央区日本橋一丁目４番１号  日本橋一丁目三井ビルディング  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（10:00～18:00 日曜日および年末年始は休業日）　ホームページのご案内  https://www.j-front-retailing.com/証券コード：3086

高知大丸お得意様クレジットカード

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のお支払い代金への充当はできますが、株主様ご優待の 
適用金額はポイント充当額を除いた金額となります。

※カードの色は毎年変更する予定です。
新カード

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2023年５月31日
までです。 高知大丸ウィングカード

大丸松坂屋お得意様ゴールドカード

大丸松坂屋カード 大丸松坂屋ゴールドカード

さくらパンダカード

dmlz003
ハイライト



大丸・松坂屋 および パルコ（渋谷・名古屋・福岡ほか）各店で
開催する有料文化催事が、本カードのご提示により、

2022年６月１日より、大丸松坂屋ONLINE STORE（以下「ＥＣサイト」といいます。）でのお買い物に
つきまして、大丸・松坂屋お買い物ご優待（以下「ご優待」といいます。）の適用を開始いたします。

〔ＥＣサイトでのご優待の概要〕
・ＥＣサイトでのお買い物※１につき、決済時に税込値札価格から10％割引※２いたします。
・ご名義人様のほか、ご名義人様のご家族の方※３もご利用いただけます。
・ご利用限度額は、店頭におけるご利用限度額と共通です。
・ＥＣサイトにおけるご優待利用時のお支払いには、以下の「当社が指定するクレジットカード※４」のみ、ご利用いただけます。

＜当社が指定するクレジットカード＞
大丸松坂屋カード、大丸松坂屋ゴールドカード、大丸松坂屋お得意様ゴールドカード、さくらパンダカード、博多大丸カード、博多大丸
プレステージカード

　※１　デパートコスメの情報メディア＆オンラインストア「DEPACO」、ビューティアラカルトショップ「アミューズボーテ
オンライン」でのお買い物は、ご優待の対象外です。

　※２　一部割引対象外の商品・サービスがございます。（店頭でのご利用における割引対象外の商品・サービスに準じます）。
　※３　 １枚のご優待カードを複数の会員様が同時に登録することはできません。ご優待カードを登録されている会員様と別の

会員様がお買い物でご利用される場合には、一旦登録を解除いただき、新たにご利用される会員様で再度ご優待カード
をご登録ください。

　※４ 　パルコお買い物ご優待カードは、ＥＣサイトにおけるご優待利用時のお支払いにご利用いただけません。

〔ＥＣサイトでのご優待のご利用方法〕
・ＥＣサイトでのご利用に際しましては、ご利用の前に以下のお手続きが必要です。

① ＥＣサイトの会員登録

▶ご登録方法　

  ②ＥＣサイトへのログイン
　「当社が指定するクレジット
　 カード」のご登録　　　　　　
　 　         ▶ご利用ガイド

  ③ＥＣサイトでの
　 ご優待カードのご登録
▶詳細は右ページをご覧ください。

＜ECサイトに関するお問い合わせ先＞

【お電話でのお問い合わせ】
大丸松坂屋オンラインストア　コンタクトセンター
電話番号：０１２０－９１７－７７５（通話料無料）
受付時間：午前10時から午後８時まで（元日のみ休業）

【ウェブでのお問い合わせ】
ご利用ガイド　https://faq.daimaru-matsuzakaya.jp/
お問い合わせフォーム　https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/form/ContactInput

2022年６月１日より、大丸松坂屋百貨店の
オンラインストアでも大丸・松坂屋お買い物ご優待を
ご利用いただけるようになります。

優待

2

入場無料!

〔株主様ご優待カードの登録手順〕◎ 2022年6月1日からご登録いただけます。

※ 画像は開発中の画面のため、実際の仕様とは一部異なる場合がございます。

5.  登録が完了しました。

4.  ご優待カードのカード番号（オモテ面中段に記載の数字
12桁）とセキュリティコード（ウラ面左下に記載の数字
３桁）を入力し、「登録する」をクリックしてください。

最新の展覧会情報につきましては大丸・松坂屋の展覧会
ページおよび各店のホームページをご覧ください。

▶大丸・松坂屋の展覧会
　https://dmdepart.jp/museum/

▶大丸
　https://www.daimaru.co.jp/

▶松坂屋美術館
　 https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/

▶松坂屋
　https://www.matsuzakaya.co.jp

▶パルコ
　https://art.parco.jp

◦一部ご優待対象外の催事がございます。
◦ご持参人と同伴者１名様がご優待の対象です。

1.  左上の「ガイド」をクリックしてください。

2.  ガイドメニュー中段の「マイページ」をクリックしてください。

3.  マイページ下段の「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード（株主様
向け）の登録」をクリックしてください。

〔株主様ご優待カードの登録削除手順〕
※ 画像は開発中の画面のため、実際の仕様とは一部異なる場合が

ございます。

「大丸・松坂屋お買い物ご優待カード（株主様向け）の確認」中段の
「削除する」をクリックしてください。


