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プレゼント
オリジナルアイテムや
ノベルティなど、
ささやかなプレゼントをご用意。
お土産や思い出の品にどうぞ。
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ゆかたで銀ぶら2016

銀座の
おもてなしMAP

G Freeは銀座通り沿道で「いつ
でも・どこでも・だれでも・無料で」
簡単に利用できるWi-Fiサービス
です。
SSID「@GinzaFree」
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美味しい銀座は、
「新潟枝豆（茶豆）」でおもてなし

ゆかたで銀ぶら2016 タイアップキャンペーン
美味しい銀座 検 索

ART FOR THOUGHT/ アート フォー ソート
ギャラリーカフェ B-4
☎03-6228-5922　㊡日（7/31は14：00〜18：00のみ営業）

7/20〜7/31　パンフレットご持参のお客様に、
「自家製焼菓子」プレゼント

11：00〜23：00

⓬

日本酒スローフード 方舟大吟醸いろり 銀座中央通り店
和食 B-3
☎03-6280-6330

当日、ゆかたでご来店され、パンフレットご持参
のお客様に利酒師おすすめの日本酒 グラス1
杯サ－ビス 17：00〜22：00

❽

日本酒スローフード 方舟大吟醸しずく 銀座中央通り店
和食 B-3
☎03-6274-6920

当日、ゆかたでご来店され、パンフレットご持参
のお客様に利酒師おすすめの日本酒 グラス1
杯サ－ビス 17：00〜21：00

❾

こだわりもん一家
炉端焼き B-1
☎03-6274-6190

当日、ゆかた・和服でご来店され、パンフレットご
持参のお客様は、ディナーご利用で「ドリンク
1杯」サービス 17：00〜L.O.25：30

❶

鉄板や 上方御堂
鉄板焼 B-1
☎03-3289-6611

7/30〜7/31　パンフレットご持参のお客様は、
お会計10%割引 〈土〉11：30〜L.O.14：30、
15：00〜L.O.23：30 〈日〉17：00〜L.O.22：00

❷

リンツ ショコラ カフェ 銀座店
チョコレート専門店 C-2
☎03-5537-3777

当日、ゆかたでご来店のお客様はアイスチョコ
レートドリンクを10％割引

11：00〜20：00

⓭

徳岡 ワイン&グルメギャラリー 銀座
ワイン・フード・バル E-1
☎03-6264-5491

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参
で、ご飲食のお客様にワンドリンクサービス（対象
ドリンク） 11：00〜L.O.22：30

�

SALON GINZA SABOU
和レストラン E-1
☎03-6264-5320

当日、ゆかたでご来店されたお客様は、アイスドリ
ンク10%割引 7：30〜11：00（TO GOのみ）、
11：00〜L.O.21：00（レストラン）

㊿

THE CITY BAKERY Ginza
ベーカリー・カフェ E-1
☎03-6264-5201

当日、ゆかたでご来店され、500円(税抜）以上お
買上げのお客様に「スティック クロワッサン」プレ
ゼント 11：00〜21：00（なくなり次第終了）

㊾

板前料理 日月火
和食 F-2
☎03-3538-7788

7/30〜7/31　ゆかた・和服でご来店され、パンフレットご持参でお食事
のお客様にワンドリンクまたはデザートサービス 〈土〉11：30〜L.O.16：
00、17：00〜L.O.22：00〈日〉11：30〜L.O.16：00、17：00〜L.O.21：00

●

HATAKE CAFE
レストラン・カフェ F-2
☎03-3535-5012

7/30〜8/7　ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参で、ご
飲食のお客様に「HATAKE自家製ジェラート」サービス 〈月〜
木・日〉11：00〜L.O.19：30〈金・土〉11：00〜L.O.20：30

●

パラダイス ダイナシティ
点心・飲茶・中華料理 F-2
☎03-6228-7601

当日、ゆかた・和服でご来店され、パンフレットご
持参のお客様に、1卓に付き「オリジナル小龍包
6ケ入り」サービス 11：00〜L.O.21：45

�

NORI
シーフードビュッフェ F-2
☎03-6263-0456

7/25〜7/31　ゆかた・和服でご来店のお客様に「グラススパークリ
ングワイン」1杯サービス 〈月〜金〉11：30〜L.O.14：30、17：30
〜L.O.22：00〈土・日〉11：00〜L.O.16：00、17：00〜L.O.22：00

�

ぴょんぴょん舎 GINZA UNA
焼肉・冷麺・韓国家庭料理 F-2
☎03-3535-3020

当日、パンフレットご持参でお食事のお客様に
「ソフトドリンク」1杯サービス

11：00〜L.O.22：00

�

コム・フォー
フォー専門店 F-2
☎03-3563-0564

当日、フォーをご注文のお客様に「アイスドリンク
1杯」サービス  

11：00〜L.O.19：45

●

鮨処 銀座福助 本店
本格江戸前鮨 G-3
☎03-3535-3191

当日、ゆかた・和服でご来店され、お食事のお客
様に「季節のシャーベット」サービス

11：00〜L.O.21：30

●

BARABABAO
イタリアン（ヴェネツィア料理） G-3
☎03-3535-7722

当日、ゆかた・和服でご来店され、パンフレットご持参で
お食事のお客様に「スパークリングワイン」または「ソフト
ドリンク」いずれか1杯サービス 11：30〜21：30

●

ICONIC
フランス料理 G-2
☎03-3562-7500

7/1〜7/31　パンフレットご持参でお食事のお
客様に「季節のカクテル」1杯サービス

11：30〜L.O.13：30、17：30〜L.O.20：30

●

サイアムセラドン銀座
タイ料理 G-2
☎03-6228-7783

当日、ゆかた・和服でご来店され、お食事のお客
様に「スパークリングワイン」1杯サービス

11：00〜L.O.15：00、16：00〜L.O.22：00

●

オイスターバー＆ワイン BELON 銀座店
イタリア料理 G-2
☎03-6264-4538

7/18〜7/31　ゆかた・和服でご来店され、お食
事のお客様に「生牡蠣 1ピース」サービス

11：30〜L.O.14：30、17：30〜L.O.22：30

●

AIGLE 銀座店
プレミアムフレンチカジュアル G-2
☎03-3561-5605

当日、ゆかた・和服でご来店のお客様に、AIGLE
オリジナルノベルティプレゼント

11：00〜21：00

●

日本酒スローフード 方舟 銀座インズ店
和食 G-1
☎03-3563-8333

当日、ゆかたでご来店され、パンフレットご持参の
お客様に利酒師おすすめの日本酒 グラス1杯サ
－ビス 17：00〜23：00

●

SANYO GINZA TOWER
アパレル B-3
☎03-5537-6125

7/31〜8/7　パンフレットご持参で3,000円以上
お買上げのお客様にオリジナルてぬぐいプレゼ
ント 11：00〜20：00

❼

銀座維新號本店
中華料理 B-2
☎03-3571-6297

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参
のお客様にファーストドリンク（生ビールもしくは
ウーロン茶）1杯サービス 11：30〜21：30

❻

ぜん屋
和装小物・バッグ・傘 B-3
☎03-3571-3468

当日、ゆかたでご来店され、お買上げのお客様に
粗品プレゼント

11：00〜19：00

⓫

ノーブルパール
婦人服 B-3
☎03-3571-1572

8/1〜8/6　パンフレットご持参で1万円以上お
買上げのお客様に粗品プレゼント

11：00〜19：00

❺

銀座グランドホテル
ホテル・飲食店 B-2
☎03-3572-4131

当日、パンフレットご持参でレストラン「ノーザンテラスダイナー 
トウキョウ」でランチをお召し上がりのお客様にスパークリング
ワインまたはソフトドリンク 1杯プレゼント 11：30〜15：00

❹

着物レンタルあき銀座店
貸衣装 B-1
☎03-5568-0529

当日、パンフレットご持参のお客様は、 ①8,000円（税抜）以上
の浴衣レンタル料を10％割引(来店着付け無料）　②浴衣ご
持参のお客様先着20名様に無料着付け 10：00〜18：00

❸

ファンケル 銀座スクエア
化粧品・健康食品・レストラン D-3
☎03-5537-0231(代表）

当日、10F ロイヤルルームにて、 ゆかたでご来店
されたお客様先着300名様に夏小物が当たる
抽選会を実施 11：00〜18：00

�

カーヴ・ド・サンク / カフェサンク
フレンチ・カフェ E-2
☎03-3573-5796

7/25〜7/30　ゆかたでご来店のお客様に、ウ
エルカムドリンクより 1杯サービス

17：00〜

�

牡蠣 Bar
牡蠣専門店 D-2
☎03-6274-6750　㊡日（7/31は12：00〜24：00の営業）

7/25〜8/6　ゆかたでご来店のお客様にカキ
1個ずつプレゼント 

18：00〜24：00

�

サバティーニ・ディ・フィレンツェ
イタリアンリストランテ E-1
☎03-3573-0013

当日、ゆかたでご来店され、お食事のお客様先
着20名様に「オリジナルクッキー」プレゼント 

11：30〜L.O.14：30、17：30〜L.O.21：30

�

あるでん亭
スパゲッティ専門店 E-1
☎03-3574-7470

当日、ゆかたでご来店され、お食事のお客様は、
お会計10％割引（他の割引サービスとの併用不
可） 11：00〜L.O.20：00

�

銀座与板屋
和装はきもの E-2
☎03-3571-9069

当日、10,800円（税込)以上お買上げのお客様
にオリジナル手ぬぐいプレゼント

11：00〜18：00

�

PLAZA GINZA
輸入生活雑貨 E-1
☎03-3575-2525

当日、ゆかたでご来店され、お買上げのお客様
先着100名様に、キャンディープレゼント 

11：00〜21：00

�

NADiff du Champ
アート系ブック・スーベニアショップ E-1
☎03-6264-6869

当日、ゆかたでご来店され、お買上げのお客様先
着100名様に「ナディッフオリジナルグッズ」プレゼン
ト 11：00〜19：00

�

パブ・カーディナル
ブリティッシュ・パブ E-1
☎03-3573-0011

当日、ゆかたで17：00以降ご来店され、お食事の
お客様はお会計10％割引（他の割引サービスと
の併用不可） 17：00〜23：00

�

THE BARBER ソニービル店
理髪店 E-1
☎03-5537-6100

ゆかたでご来店され、施術を受けられたお客様
に当店オリジナル「ザ・スキャルプシャンプー」プ
レゼント 11：00〜受付終了20：00

�

ザ・キッス アニバーサリー 銀座サロン
ジュエリーショップ E-1
☎03-5568-1122

当日、ゆかたでご来店され、ペアリングをお買上
げのお客様は、リング内側の刻印サービス無料

11：00〜19：00

�

ソニービル 1Fインフォメーション
インフォメーションカウンター E-1
☎03-3573-2371（代）

当日、ゆかたでご来店のお客様先着200名様に
「モバイルスタンド」プレゼント ※色は選べません

11：00〜19：00

�

BIRTHDAY BAR TOKYO
生活雑貨 E-1
☎03-6264-5317

7/25〜7/31　パンフレットご持参で3,240円
（税込）以上ご購入のお客様に、アイスクリーム
ソープバープレゼント 11：00〜21：00

㊽

TOUCH & FLOW
ステーショナリー E-1
☎03-6280-6640

当日、ゆかたでご来店され、1,500円（税込）以上お買
上げのお客様先着50名様にTOUCH & FLOW オリ
ジナルボールペンプレゼント 11：00〜21：00

㊼

「+S」 Spiral Market GINZA
生活雑貨 E-1
☎03-6264-5347

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参
で、3,240円（税込）以上お買上げのお客様先着20
名様に「線香花火」プレゼント 11：00〜21：00

㊻

グラニースミス アップルパイ＆コーヒー
カフェ E-1
☎03-6264-5481

当日、パンフレットご持参で2,500円（税込）以上
お買上げのお客様に、ロゴ入り巾着プレゼント

11：00〜21：00

㊺まかないこすめ
コスメティクス E-1
☎03-6274-6130

当日、ゆかたでご来店され、3,000円（税込）以上
お買上げのお客様にあぶらとり紙プレゼント

11：00〜21：00

㊳

濱文様きめ銀座店
手ぬぐい・生活雑貨 E-1
☎03-6264-5663

当日、ゆかたでご来店されたお客様先着200名
様に、オリジナルてぬぐい（長さ100ｃｍのてぬぐ
い 格子玉大）プレゼント 11：00〜21：00

㊲

Native Cotton by steteco.com
生活雑貨 E-1
☎03-6274-6237

当日、ゆかたでご来店され、3,240円（税込）以
上お買上げのお客様に日本製・線香花火プレ
ゼント  11：00〜21：00

㊱

Tabio
靴下 E-1
☎03-6264-5417

当日、ゆかたでご来店され、3,000円(税抜）以上
お買上げのお客様にノベルティプレゼント

11：00〜21：00

㉟

　山堂はし本
生活雑貨 E-1
☎03-3573-1497

当日、パンフレットご持参で1,080円（税込）以上
お買上げのお客様先着30名様にオリジナルミニ
メモプレゼント 11：00〜21：00

㉞

Lijou(リジュー）
ジュエリー E-1
☎03-6280-6562

当日、ゆかたでご来店されたお客様先着20名様
に、ノベルティ(ハンドミラー）プレゼント

11：00〜21：00

㊷

SKAGEN
バッグ・小物 E-1
☎03-6264-5686

当日、商品ご購入の方にノベルティプレゼント　
＊なくなり次第終了 11：00〜21：00

㊶

金子眼鏡店
眼鏡 E-1
☎03-3572-0757

当日、ゆかたでご来店され、5,000円（税込）以上
お買上げのお客様に職人眼鏡拭きプレゼント

11：00〜21：00

㊴

HINKA RINKA 銀座
レディスウェア・ファッション雑貨・カフェ E-1

㊵

カレジュエリー東急プラザ銀座店
ジュエリー E-1
☎03-6264-5627

当日、ゆかたでご来店のお客様に携帯用冷却パック
（ヒヤロン）プレゼント（なくなり次第終了）

11：00〜21：00

㊸

アンドレア マビアーニ
バッグ・小物 E-1
☎03-6264-5433

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参
で、店内商品全て10％割引

11：00〜21：00

㊹

バーバー・ヤナギ
理容室 E-4
☎03-3567-8721

7/30〜7/31　ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参
のお客様は、通常襟剃り2,000円（税込）→1,000円（税込） 
〈7/30〉9：00〜18：30、〈7/31〉9：00〜16：00

�

銀座 津田家
和装小物 E-3
☎03-3561-5576

当日、和装でご来店され、3,240円以上お買上げ
のお客様に粗品プレゼント

11：00〜19：00

�

銀座モトキ 四丁目店
紳士服 E-3
☎03-3535-3307

当日、パンフレットご持参で、3,240円（税込）以
上お買上げのお客様に粗品プレゼント

10：00〜19：30

�

銀座木村家
パン・レストラン E-3
☎03-3561-0091

当日、ゆかたでご来店され、1,000円（税込)以上
お買上げのお客様に「あんぱんストラップ」プレ
ゼント 10：00〜21：00

�

SABON 銀座松屋通り店
コスメ＆ボディケア F-4
☎03-3538-3453

当日、ゆかたでご来店されたお客様に、サンプル
プレゼント

11：00〜21：00（なくなり次第終了）

●

銀座らん月
すき焼き・しゃぶしゃぶ・かに料理・懐石料理 F-3
☎03-3567-1021

当日、ゆかたでご来店され、ご飲食のお客様に食
後に竹筒入コーヒーゼリーサービス  11：30〜
22：00（ランチL.O.16：00、ディナー21：30）

●

銀座十字屋ハープ＆フルートサロン
ハープ・フルート音楽教室・レンタルホール F-3
☎03-3535-2834

当日、ゆかたでご来店されたお客様先着20名様にオリジナ
ルハープフォトフレームプレゼント。カメラをお持ち頂ければ、
ハープと一緒の記念撮影もいたします 10：00〜18：00

●

VISAGE GINZA
美容室 G-3
☎03-6228-6191

7/25〜7/31　ゆかた・和服でご来店のお客様は、ヘアアレンジを￥4,320で
ご提供。ヘアアレンジをして下さった方にはアクセサリーもプレゼント 〈月
〜金〉11：00〜21：00〈土〉10：00〜20：00〈日〉10：00〜19：00

●

Neolive GINZA
ビューティーサロン G-3
☎03-5524-0566

7/1〜7/31　ゆかたでご来店され、パンフレットご持参のお客様は、
ゆかた用ヘアセット￥2,700、ゆかた着付￥3,240、ゆかた着付＆ヘア
セットプラン￥5,400で提供 11：00〜20：30（曜日により異なる）

●

BEAUTRIUM 265
ビューティーサロン G-3
☎03-3562-6606

当日、ゆかた・和服でご来店され、パンフレットご
持参のお客様に「夏の冷製シャンプー」サービス

10：30〜19：00

●

銀座 越後屋
和装小物 G-3
☎03-3563-5691

当日、ゆかた・和装でご来店され、3,000円(税
込）以上お買上げのお客様に手拭いプレゼント

12：00〜18：00

●

昔きものと帯  灯屋2
昔着物と帯の販売 G-3
☎03-3564-1191

・当日、ゆかたの着崩れ直し 13:00〜16:00
・8月中は、お買上価格10％の商品券進呈　
　（セール品を除く）

●

GLOSS GINZA
眼鏡・サングラス G-2
☎03-5579-9890

7/23〜7/31　パンフレットをご持参され、2,000
円（税抜）以上お買上げのお客様にオリジナルノ
ベルティ プレゼント 11：00〜20：00

●

デビアス ダイヤモンドジュエラーズ
宝飾品 F-2
☎03-5524-6055

当日、ゆかたでご来店され、商品をお買上げのお
客様に「ミニシャンパン」プレゼント

11：30〜19：30

●

Think Bee! 銀座店
レディースバッグ・財布・雑貨 G-2
☎03-6228-7788

当日、パンフレットご持参のお客様先着50名様に
「オリジナルトートバッグ」プレゼント

11：00〜20：00

●

GINZA Francfranc
インテリア雑貨 G-2
☎03-5524-2111

7/22〜7/31　ゆかた・和服でご来店され、パンフ
レットご持参で3,000円（税込）以上お買上げの
お客様にノベルティプレゼント 11：00〜21：00

●

オロビアンコ / ケレン
ファッション雑貨 G-2
☎03-5159-3656

当日、パンフレットご持参のお客様に「ミニ革ク
リーム」プレゼント ※数に限りがございます

11：00〜21：00

●

JOSEPH HOMME
メンズファッション G-2
☎03-5524-3225

当日、ゆかた・和服でご来店され、お買上げのお
客様に、ノベルティプレゼント

11：00〜21：00

●

SHISEIDO THE GINZA
化粧品・美容サービス C-3
☎03-3571-7735

当日、ゆかたでご来店のお客様に、2Fビューティーブーストバーで、
10分の「ワンポイントヘアアレンジ」を500円でご提供※人数に限り
があります。事前の電話予約も承ります。 11：00〜20：00

⓮

銀座みゆき通り美容外科
美容外科 D-3
☎0120-858-800

7/31〜8/4　パンフレットご持参のお客様は、人気の美肌
レーザー(1回）を半額でご提供（通常15,000円を7,500円
にて（税別））  電話で予約必要 10：00〜19：00

㉔

松屋銀座
百貨店 F-3
☎03-3567-1211

当日、ゆかたでご来店のお客様に下記のおもてなし
①1F スペース・オブ・ギンザ「GINZAゆかたステーション」
　先着100名様に「ミネラルウォーター」プレゼント
②1F 化粧品 クラランス
　先着50名様にフットクリームサンプルをプレゼント
③1F 化粧品 オルラーヌ
　ハンドクリームトリートメント＆クイックリタッチサービス
④B2F ジュースバー リニュー
　「すいかジュース」をご優待価格税込540円にてご提供
⑤7F ちふれ化粧品
　アンケートにお答えいただいた先着50名様へ「福光屋 糀甘酒」をプレゼント

●

メルサ GINZA-2
ファッション・ビューティ・レストラン G-3
☎03-3567-2131

当日、メルサ4階レストラン「新・郷土和食 那須高原の食卓 なすの
屋」、「インド料理 オールド・デリー」、「台湾料理 台菜酒房 金魚」にゆ
かたでご来店のお客様にワンドリンクサービス 11：00〜22：00

●

鮨と豆富料理 あい田 
鮨と豆腐料理 D-3
☎03-3573-2555

当日、ランチタイムおよびディナータイムにゆか
たでご来店のお客様に「おすすめの逸品小鉢」
サービス 11：00〜22：00

� 東京鳩居堂
香・和紙・和文具 E-3
☎03-3571-4429

当日、ゆかた（和装）でご来店され、商品をお買上
げのお客様先着100名様に「通信うちわ」をプレ
ゼント(2階売場にてお渡し） 11：00〜19：00

�

銀座三笠会館本店
レストラン（バー・イタリアンバール・トラットリア・フレンチ・和食・中華・鉄板焼） D-2
☎03-3571-8181(代表）

当日、ゆかたでご来店され、お食事のお客様に
ワンドリンクサービス

フロアごとに異なる

� 威南記海南鶏飯 銀座 EXITMELSA 店
シンガポール料理 D-3
☎03-3575-5150

当日、ゆかたでご来店のお客様にワンドリンク
サービス

11：00〜L.O.21：30

�

千歳細澤牧場
ソフトクリーム・スイーツ・軽食 D-3
☎03-6228-5141

当日、ゆかたでご来店され、ソフトクリームをお買
上げのお客様にお好みのトッピングサービス

11：00〜20：00

�

文明堂カフェ銀座店
喫茶 D-3
☎03-3574-7202

当日、ゆかたで17：00以降ご来店・ご利用のお
客様は、お会計10％割引＊菓子販売は対象に
なりません 17：00〜L.O21：00

�

ノリエムセンソユニコ
レディースファッション D-3
☎03-3573-8121

7/10〜7/31　パンフレットご持参のお客様は
10％割引　(一部除外品有り）

11：00〜20：00

�

tocco closet
レディースファッション D-3
☎03-6264-5977

当日、ゆかたでご来店され、3,000円（税込）以上
お買上げのお客様にオリジナル巾着ポーチプレ
ゼント 11：00〜20：00

�

銀座ワシントン 銀座本店
靴 D-3
☎03-3572-5911

当日、銀座ワシントン銀座本店でお買上げのお
客様に冷たいミネラルウォータープレゼント

10：30〜20：30

�

銀座古川 
シチュー・カレー専門店 D-3
☎03-3574-7005　

当日、ゆかたでご来店され、メインディッシュをお
召し上がりのお客様にアイスクリームサービス

11：00〜14：30、17：30〜20：30

�

GUMBO&OYSTER BAR
オイスターバー D-3
☎03-3571-8930

当日、パンフレットご持参のお客様に「スパークリ
ングワイン」サービス（お一人様1杯）　

11：00〜23：00

�

銀座 SGC
貴金属買取・販売 D-3
☎03-5537-0107

7/23〜8/7　ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参のお客様に「オ
リジナルウエットティッシュ」プレゼント。また、お買上げのお客様に「キティ
ちゃんのオリジナルクリアファイル」プレゼント 11：00〜20：00

�

LAOX銀座EXITMELSA店
免税店・家電 D-3
☎03-5537-9990

7/24〜8/7　ゆかたでご来店のお客様に5Fコ
ンシェルジュカウンターにて「うまい棒3本」プレゼ
ント（なくなり次第終了） 11：00〜20：00

�

資生堂パーラー
洋菓子・カフェ・レストラン B-3
☎03-3572-2147(1Fショップ）

当日、ゆかたでご来店されたお客様先着300名
様にオリジナルうちわプレゼント 

15：00〜

❿

銀座熊本館
熊本県アンテナショップ D-1
☎03-3572-1147

当日、ゆかたでご来店され、お買上げのお客様
先着100名様に「くまモン ノベルティ」プレゼント 

11：00〜20：00

�

銀座あけぼの
和菓子 E-3
☎03-3571-3640

当日、ゆかた・着物でご来店されお買上げのお
客様に冷抹茶とお菓子のサービス 

13：00〜18：00

�

ASTALIFT 銀座店
化粧品 D-2
☎03-3572-2431

7/31〜8/31　パンフレットご持参で店内商品
2,000円以上お買上げのお客様に500円クーポン
プレゼント 11：00〜20：00

�

モイスティーヌ 銀座
素肌美容スキンケア D-2
☎03-6280-6375

7/31〜8/31　パンフレットご持参で初めてご来店のお客様はモイス
ティーヌのスキンケア体験（通常2,000円）が無料。体験のお客様にソー
ププレゼント  〈月〜金〉10：30〜21：30〈土・日・祝〉11：00〜19：00

�

銀座 NAGANO
長野県アンテナショップ D-3
☎03-6274-6015

当日、ゆかたでご来店のお客様先着100名様に
「長野県伝統工芸飯田水引細工（髪飾りなど）」
プレゼント 10：30〜20：00

�

フェイラー銀座本店
アパレル D-2
☎03-5537-3860

当日、ゆかたでご来店もしくは、パンフレットをご持参されたお客
様に「フェイラー公式キャラクター FEILER Bear リーベくんのクリ
アファイル」をプレゼント（先着100名様） 12：30〜17：00

�

EXITMELSA（イグジットメルサ）
物販・飲食 D-3
☎03-3573-5511

当日、パンフレットご持参のお客様先着100名様に1F
インフォメーションカウンターで「イグジットメルサ グル
メチケット500円分」プレゼント 11：00〜18：00

�

銀座 KUSHIMA 
和食 D-3
☎03-6228-5191

当日、ゆかたでご来店され、ランチコースおよび
ディナーコースご注文のお客様に指定ドリンク
1杯サービス 11：00〜23：00

�

三陸 大船渡 まるしち 
東北地魚料理 D-3
☎03-6228-5732

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参
のお客様にウェルカムドリンクサービス

11：00〜22：00

�

レストラン ISHIDA
カジュアルフレンチ D-2
☎03-3572-3500

当日、ゆかたでご来店され、ランチをお召し上が
りのお客様にワンドリンクサービス　

11：30〜L.O.14：30

�

トリコロール本店
喫茶 D-3
☎03-3571-1811

当日、ゆかたでご来店され、ドリンクご注文のお
客様先着50名様にプチデザートプレゼント（テイ
クアウトは不可） 8：00〜L.O.21：00

�

銀座 藤屋
呉服 D-3
☎03-3571-2321

7/19〜7/31　パンフレットご持参でゆかたをお買
い上げのお客様に伊達締または下締プレゼント

11：00〜20：00

�

銀座香十 本店
薫物線香・香文化商材 D-3
☎03-3574-6135

当日、ゆかたでご来店され、3,000円（税抜）以上
お買上げのお客様に良い香りの「名私香」1枚プ
レゼント 11：00〜20：00

�

銀座大和屋
和装小物・ハンドバッグ D-3
☎03-3571-0744

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参の
お客様は全品10%割引

11：00〜20：00

�

銀座もとじ
呉服 E-4
☎03-3538-7878

当日、お買上げのお客様にオリジナル手ぬぐいプ
レゼント

11：00〜19：00

�

寿司処　銀座ほかけ
寿司 E-5
☎03-6383-3300　㊡日

7/19〜8/12　パンフレットご持参のお客様は「ビール（小瓶）」サービス　ゆか
た・和装でご来店され、3,000円以上お召し上がりのお客様に「オリジナルてぬぐ
い」プレゼント 〈月〜金〉11：30〜14：00、16：30〜21：00〈土〉11：30〜19：00

� ル・ジャルダン・ドゥ・ツイード
テラスカフェ F-3
☎03-5159-5500　㊡月・火、7/27〜8/16

7/1〜8/31 ゆかたでご来店され、屋上テラスに
てご飲食のお客様に「マカロン」サービス

11：30〜L.O.15：00　17：30〜L.O.20：30

● ワイズワインギャラリー
ワインショップ G-3
☎03-6228-6081

当日、ゆかたでご来店のお客様に店内にて「グラス
ワイン1杯」サービス　

13：00〜19：00

●

銀座 いち利 本店
呉服 G-4
☎03-5565-1166

当日、ゆかたでご来店のお客様先着200名様に
冷水入りペットボトル500mlプレゼント　

11：00〜19：00

●
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メガネサロン ミキシムギンザ
メガネ・サングラス・補聴器 G-3
☎03-3561-0590

当日、ゆかたでご来店のお客様先着50名様に
「パリミキ オリジナルストラップ」プレゼント 

11：00〜19：00

●

ポーラ ミュージアム アネックス
ギャラリー G-3
☎03-5777-8600（ハローダイヤル）

当日、ゆかたでご来店のお客様先着30名様に
粗品プレゼント

11：00〜20：00（入館は閉館の30分前まで）

●

GINZA TANAKA 銀座本店
貴金属・ジュエリー G-3
☎03-3561-0491

当日、ゆかたでご来店のお客様先着200名様に
「金箔ボトル」プレゼント 

10：30〜19：00

●

はせがわ 銀座本店
仏壇・仏具 G-3
☎0120-587-676

当日、ゆかたでご来店のお客様は店内商品 
20％割引

10：30〜18：30

●

銀座タニザワ
鞄・ハンドバッグ・革小物 G-3
☎03-3567-7551

当日、ゆかたでご来店され、お買上げのお客様
先着5名様に、オリジナル超撥水エコバッグをプ
レゼント 11：00〜19：00

●
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銀座コージーコーナー 銀座 1 丁目本店
カフェ・スイーツ H-3
☎03-3567-5015

当日、ゆかたでご来店のお客様とお連れ様に、
2F ティーラウンジにてコーヒー又は紅茶を1杯
サービス 11：00〜L.O.20：00

● 134

回転寿司酒場　銀座沼津港
回転寿司 H-3
☎03-6228-7171

当日、ゆかたでご来店のお客様に「生ビール1杯」
サービス 

11：00〜23：00

●

スペイン料理 PAEZO（パエゾー）
スペイン料理 H-3
☎03-5579-9721

当日、ゆかたでご来店され、ディナーご利用のお客様はお会計より10％割引（2名
様以上のご利用に限る） また、パンフレットご持参でディナーご利用のお客様に、

「ワンドリンク（スペイン産スパークリングワイン）」サービス 11：00〜L.O.22：00

●

ディンタイフォン
台北点心料理 H-3
☎03-5159-4141

当日、パンフレットご持参のお客様にワンドリンク
サービス（生ビール（小）、ソフトドリンク）　

11：00〜L.O.22：00

●

bistro BARNYARD
ビストロ・カリフォルニア料理 H-3
☎03-6228-7400

当日、ゆかたでご来店され、お食事のお客様にウ
エルカムドリンクサービス（お一人様一杯） 

11：00〜23：00

●

焼肉 WORLD DINER
焼肉店 H-3
☎03-6264-4929

当日、ゆかたでご来店のお客様にワンドリンクサー
ビス 

11：00〜23：00

●

dining gallery 銀座の金沢
ギャラリー・ダイニング H-3
☎03-6228-7733

7/30〜7/31　①ゆかたでご来店のお客様各日先着100名様に「金箔あぶらとり紙」または
「金箔しおり」プレゼント 11：00〜 ②ゆかたでご来店され、ランチ・ディナーをお召し上がり
のお客様に「スパークリングワイン」または「ソフトドリンク」1杯サービス 11：30〜L.O21：00

●

デリス タルト＆カフェ
タルト専門店 H-3
☎03-3563-5335

当日、ゆかたでご来店のお客様は、合計金額より
100円割引 

11：00〜23：00

●

伊織 キラリトギンザ
タオル専門店 H-3
☎03-5579-9581

当日、ゆかたでご来店のお客様先着30名様に「刺繍無料
サービス券」プレゼント（次回、3,240円以上お買上げ時に
ご使用可 小・中文字 5文字まで） 11：00〜20：00

●

oluha(オルハ)上質睡眠専門店
寝具・睡眠・べビー・オーガニック用品 H-3
☎03-5579-9710

当日、ゆかたでご来店のお客様先着50名様に新発想の羽毛
ケラチンタンパク質配合のシャンプー・トリートメント（30ml）を
オリジナルポーチに入れてプレゼント 11：00〜20：00

●
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coincidence銀座店
ジュエリー・アクセサリー・ファッション雑貨 H-3
☎03-6228-7627

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参のお客様は、本物のお
花を使用したアクセサリーを20%割引 （ヘアゴムとヘアピンに限り￥3,200

〈税抜〉→￥1,000〈税抜〉のスペシャルプライス） 11：00〜20：00

● 144

銀座小はれ日より
四川・薬膳創作中国料理 H-4
☎03-3538-0554　㊡日

7/1〜7/30　電話でご予約の際、ゆかたで銀ぶらの案内を見たと
お伝えいただけると、5,000円のおまかせコースに、「お料理1品」プ
ラスサービス！　＊要予約（日曜定休）　＊他サービス併用不可

●

IDC大塚家具 銀座本店
インテリア雑貨 G-3
☎03-3562-4321

当日、ゆかた・和服でご来店のお客様先着50名
様に「オリジナルグッズ」プレゼント

10：30〜19：00

●

BLSR 銀座店
ジュエリー・アクセサリー H-3
☎03-6228-6657

当日、ゆかたでご来店のお客様は、3,000円（税
抜）以上のお買上げで30%割引（一部対象外あ
り） 11：00〜20：00

●

マハラジャダイヤモンド
ジュエリー・アクセサリー H-3
☎03-5579-9237

7/31〜8/31　ゆかたでご来店もしくはパンフレット
ご持参で、5,000円(税抜）以上お買上げのお客様に

「オリジナル扇子」プレゼント 11：00〜20：00

●

Lemontree KIRARITO GINZA店
ジュエリー・アクセサリー H-3
☎03-6228-7776

7/31〜　メンバーズ会員（当日のご入会も可）で、1万円
（税抜）以上お買上げのお客様先着20名様に「ムーンネッ
クレス」プレゼント ＊無くなり次第終了 11：00〜20：00

●

サムソナイト ブラックレーベル
バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ H-3
☎03-6228-7009

当日、お買上げのお客様先着10名様に「オリジ
ナルポーチ」プレゼント　

11：00〜20：00

●

Hartmann
バッグ・トラベルラゲッジ・レザーグッズ H-3
☎03-5579-9199

当日、お買上げのお客様先着10名様に「オリジ
ナルケアセット」プレゼント 

11：00〜20：00

●
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銀座かなわ
和食 D-2
☎03-3572-2325

当日、ゆかたでご来店され、ランチを召し上がっ
て頂いたお客様に粗品プレゼント

11：30〜15：00

㉑

ニコンイメージングジャパン ニコンプラザ銀座
ショールーム・サービスセンター C-4
☎0570-02-8080

当日、ゆかたでご来店のお客様先着200名様に
「ニコンオリジナルてぬぐい」プレゼント 

10：30〜18：30

⓲

ヤマハ銀座店
楽器店・音楽教室・ホール C-3
☎03-3572-3171

当日、ゆかたでご来店のお客様先着200名様に
「ヤマハ銀座オリジナルポケットシール」プレゼ
ント 11：00〜19：30（なくなり次第終了）

⓱

銀座夏野
箸 D-2
☎03-3569-0952

当日、ゆかたでご来店のお客様先着200名様に
箸プレゼント

10：00〜19：00

㉓

銀座むら田
呉服 D-2
☎03-3571-2077

当日、ゆかたでご来店され、お買上げのお客様に
オリジナルてぬぐいプレゼント

10：30〜18：00

㉒

銀座瑞花
米菓販売 D-2
☎03-3573-1466

7/30〜7/31　お買上げのお客様に季節あられ
プレゼント

10：00〜19：00

⓴

東京ますいわ屋 銀座本店
呉服 D-1
☎03-3573-4521

当日、銀座本店でお買上げのお客様は、ゆかた・
ゆかた帯 10％割引

11：00〜19：00

⓳

ルコント銀座店
フランス菓子専門店 C-3
☎03-6280-6920

当日、ゆかたでご来店され、1,000円(税込）以上
お買上げのお客様先着10名様に焼菓子セットプ
レゼント 11：00〜20：00

⓯

とらや銀座店
和菓子 C-3
☎03-3571-3679

当日、物販にてお買上げ頂いたお客様先着100
名様にメモ帳プレゼント 

10：00〜なくなり次第終了

⓰

6
丁
目

ダロワイヨ銀座本店
洋菓子・ギフト・パン・サロン ド テ（カフェ飲食） D-3
☎ 03-3289-8260

当日、1F販売フロアで2,000円(税込）以上お買上げ
のお客様全員にあまおうマカロン1個と2階サロンの
ドリンク無料券1枚プレゼント 10：00〜21：00

㉕

ドコモショップ銀座中央通り店
携帯電話 D-3
☎03-3571-2777

当日、ゆかたでご来店され対象機種をご購入のお
客様に限り、頭金(最大5,400円）をお値引き＊頭
金のある機種に限ります 10：30〜19：00

㉖

5
丁
目

COOPSTAND
生活雑貨 E-1
☎03-6264-5617

7/25〜7/31　ゆかたでご来店され、5,000円
(税込）以上お買上げのお客様にオリジナル手ぬ
ぐいバッグプレゼント 11：00〜21：00

㉝

京東都
生活雑貨 E-1
☎03-6274-6840

当日、ゆかたでご来店され、3,000円(税込）以上
お買上げのお客様に青い糸模様コースター1枚
プレゼント 11：00〜21：00

㉜

ENCOUNTER Madu Ginza
生活雑貨 E-1
☎03-6264-5312

当日、ゆかたでご来店もしくはパンフレットご持参で、
3,240円（税込）以上お買上げのお客様先着30名様に
爽やかな味の飴小箱プレゼント 11：00〜21：00

㉛

IKIJI
メンズファッション E-1
☎03-6274-6304

当日、ゆかた・和装でご来店されたお客様にお
飲み物をご提供。さらに、お買上げのお客様に先
着でノベルティプレゼント 11：00〜21：00

㉚

伊織  東急プラザ銀座店
タオル専門店 E-1
☎03-6264-6879

当日、ゆかたでご来店され、1,080円（税込）以上
お買上げのお客様先着100名様にオリジナルア
マノガワ柄折り紙プレゼント 11：00〜21：00

㉙

東急プラザ銀座
ショッピング・レストラン・カフェ・フード・サービス E-1
☎03-3571-0109

当日、ゆかたでご来店され、16,000円(税込）以上お買上げのお客様先着109
名様に3Fインフォメーションにて「数寄屋橋茶房オリジナルポーチ(非売品）」プ
レゼント ＊当日お買上げのレシートにつき合算可　 11：00〜21：00

㉘

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
シティホテル C-5
☎03-3546-0111

7/25〜7/31 パンフレットご持参のお客様は、カフェレストラン「フィオーレ」
でワンドリンクサービス（ 6：30〜21：30）　ラウンジ「オアシス」でケーキ
セット或いはアフタヌーンティーセット200円割引（ 10：00〜22：00）

㉗

☎03-6264-5391

当日、ゆかたでご来店され、HINKA RINKA 3rd アッサン
ブラージュ オートゥルモン サンオンズにて1,080円（税込）
以上お買上げの先着20名様にロゴトートバッグプレゼント

5F アッサンブラージュ オートゥルモン サンオンズ

☎03-6264-5122

当日、ゆかたでHINKA RINKA 3rd カカオマー
ケット バイ マリベルにご来店されたお客様に
オーガニックアイスティープレゼント

5F カカオマーケット バイ マリベル

☎03-6264-5262

当日、ゆかたでご来店され、HINKA RINKA 2nd ワンス 
アポン ア タイムでお買上げのお客様先着20名様に和
装にも合うフランスヴィンテージのヘアコームプレゼント

4F ワンス アポン ア タイム

☎03-6280-6754

当日、ゆかたでご来店され、HINKA RINKA 2nd パティ
スリー レザネフォールにて1,500円（税抜）以上お買上
げのお客様先着50名様に冷えたゼリー1つプレゼント

4F パティスリー レザネフォール

☎03-3572-0050

当日、ゆかたでご来店され、HINKA RINKA 1st ファン
ウィズグッズセレクトにて3,240円（税込合計）以上お
買上げのお客様先着50名様に「小風呂敷」プレゼント

3F ファン ウィズ グッズ セレクト


