
キャンペーン対象フロア

伊勢丹新宿店 本館・メンズ館 各階
※食品・レストランフロア・周辺施設（伊勢丹会館、PC1など）は
対象外です。  ※商品券・送料・加工料・オンラインストア等の
お買いあげは対象外です。 ※詳しくは係員におたずねください。   

キャンペーン期間

10月13日（水）～10月24日（日）
※合計約4,000名さま（各日先着333名さま）、なくなり次第終了
となります。 ※ご参加はお一人さま、各日1回までとさせていただき
ます。 ※レシートはお買いあげ当日限り有効とさせていただきます。

お買物券引換場所

本館地下1階 アンデルセン脇 特設カウンター
お買いあげレシート（2枚以上）を特設カウンターまで
お持ちください。 ※受付時間は、各日午後8時まで。 ※お買
物券の有効期限は、11月1日（月）～12月31日（金）までとなります。

“お買物キャンペーン”
秋のエムアイカードプラス

「エムアイカード プラス」でのお買いあげレシートを、
2カ所合計税込55,000円（優待後・当日のみ合算可）以上のご提示で、 

本館地下1階 食品フロアでお使いいただけるお買物券（2,000円分）を差しあげます。
（2枚以上のレシートのご提示が必要です。）

いつものご愛顧に
“サン”キュー！

｛                         ｝伊勢丹新宿店からお届けする感謝の気持ち 各日333名さまに
食品フロアで使える
お買物券
プレゼント！

アプリに
エムアイカード連携で
３％ポイントプレゼント！

※条件有

本館
おすすめイベント情報

〈ドランク エレファント〉ドランク イン トーキョー 
伊勢丹新宿店 POP UP SHOP

■10月6日（水）～10月19日（火）
■化粧品プロモーション

婦人雑貨・化粧品

〈ステート オブ エスケープ〉
POP UP SHOP

■10月13日（水）～10月26日（火）
■ハンドバッグ/プロモーション

1階

「お買物券」引換場所（アンデルセン脇 特設カウンター） ※食品フロアはお買物キャンペーン対象外食料品
地下1階メンズ館

連絡通路

呉服「誉田屋源兵衛 異端の帯匠展」 ■10月20日（水）～10月26日（火）
■呉服プロモーション

呉服・ブライダルサロン7階
「ISETAN CHRISTMAS 
STATION 2021」

ベビー・子供服雑貨/催物場

大人になったら、着たい服
＠伊勢丹新宿店 「つなぐかたち」

■10月22日（金）～10月25日（月）
■催物場 最終日午後6時終了

6階
■10月13日（水）～12月25日（土）
■ウエストパーク/センターパーク
※5階 リビングセンターパークでも開催中

メンズ館
連絡通路

ハロウィンメッセージカード ■10月13日（水）～10月31日（日）
■ステーショナリー

リビング・時計5階

〈スローン〉POP UP STORE ■10月13日（水）～10月19日（火）
■センターパーク ザ・ステージ#4/プライムガーデン

婦人服

〈レリアン〉NEMIKA×T. ■10月16日（土）～10月31日（日）
■オーセンティックスタイル/レリアン

4階

「ReStyle 25th Anniversary 
“Re”-Beautiful Choice.-」

■10月6日（水）～10月19日（火）
■リ・スタイル

婦人服

マッチパレット 体型タイプ診断 ■イセタンパーソナルラボ
※予約優先

エムアイカード
カウンター

3階メンズ館
連絡通路

「André Saraiva」 ■開催中～10月17日（日）
■イセタン ザ・スペース

婦人・化粧品

今季はブーツが大豊作！
21年秋冬シューズコレクション

■開催中
■婦人靴

エムアイカード
カウンター

2階

〈オサジ〉POP UP SHOP ■10月13日（水）～10月19日（火）
■パーク 書籍&プロモーション

ビューティアポセカリー

〈シンピュルテ〉POP UP SHOP ■10月20日（水）～10月26日（火）
■パーク 書籍&プロモーション

地下2階
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これも
見逃せない！

会期中、「食品フロア」のイチオシ情報  ※お買物キャンペーン対象外

10月13日（水）～10月19日（火） 秋の味覚『栗』に溺れる七日間
10月20日（水）～10月26日（火） 深まる秋を楽しむ、秋の食宴

■本館地下1階 フードコレクション



〈SOTO and NAKA〉
ライフスタイル プロモーション

■10月13日（水）～10月26日（火）
■プロモーション

メンズシャツ・ネクタイ
レザーグッズ・雑貨
コスメティクス

〈ポータークラシック〉プロモーション ■10月13日（水）～10月26日（火）
■レザーグッズ

1階

〈ジェイプレス&サンズ アオヤマ〉
プロモーション

■10月6日（水）～10月26日（火）
■オーセンプロモーション

メンズオーセンティック

〈セオリー〉プロモーション ■10月13日（水）～10月26日（火）
■オーセンプロモーション

7階

〈エルメネジルドゼニア〉
スニーカーオーダーイベント

■10月23日（土）・24日（日）
■エルメネジルドゼニア

メンズラグジュアリー4階
〈ディースクエアード〉
2021 FALL/WINTER Main COLLECTION

■10月13日（水）～10月26日（火）
■メンズデザイナーズプロモーション

メンズデザイナーズ3階本館
連絡通路

〈LOOK SEA〉プロモーション ■10月6日（水）～10月19日（火）
■肌着・靴下・ナイティプロモーション

地下1階 紳士靴
バッグ・ラゲッジ
肌着・靴下
リラクシングウェア

〈メゾン マルジェラ〉プロモーション ■開催中～10月19日（火）
■紳士靴ラボ

〈トフ＆ロードストーン〉
プロモーション

■10月6日（水）～10月19日（火）
■バッグ

本館
連絡通路

〈yo asa〉プロモーション ■10月13日（水）～10月19日（火）
■コンテスタイルアップ

メンズコンテンポラリー

〈WISM〉プロモーション ■10月13日（水）～10月26日（火）
■コンテプロモーション

6階本館
連絡通路

メンズ館
おすすめイベント情報

〈サンタ・マリア・ノヴェッラ〉
Firenze 1221 Edition

■10月20日（水）～10月26日（火）
■サンタ・マリア・ノヴェッラ

イセタンメンズレジデンス
エムアイカードカウンター8階

「MR_BEAMS meets 
ISETAN MEN’S」

■10月6日（水）～10月19日（火）
■テーラードプロモーション

メンズテーラード
オーダーメイド・フォーマル5階

〈アミリ〉21FWメインコレクション ■10月13日（水）～10月26日（火）
■クリエーターズプロモーション

メンズクリエーターズ2階

新宿駅側
（B5出口）
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「お買物券」引換場所
（アンデルセン脇 特設カウンター）

本館地下
1階

三越伊勢丹アプリ 3％エムアイポイント
プレゼントキャンペーン

■10月13日(水)午前10時～10月26日(火)午後11時59 分 

■対象店舗 ： 伊勢丹新宿店、日本橋三越本店、銀座三越、 伊勢丹立川店、
伊勢丹浦和店、関東地区小型店舗(サテライト)、三越伊勢丹オンラインストア 
※一部、キャンペーンポイント進呈対象外ショップ・商品がございます。 

詳しくは
こちらから

今なら、アプリに
エムアイカードを連携で、

3%ポイントもらえる!

（上限3,000ポイント）

“お買物キャンペーン”
秋のエムアイカードプラス
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