
●セール品ほか一部割引除外品がございますので詳しくは売場係員におたずねください。●掲載の割引率は5月上旬の当店店頭価格からの割引率となります。
●1品単価1，000円（税抜）未満の割引はご容赦ください。●他社クレジットカードでの割引は除外です。●カードのご利用は、ご署名されたご本人様のみとなります。
●お支払いの際、他社ギフト券（信販系ギフトカードなど）を含む場合の割引ご優待は除外となります。

東武宇都宮百貨店 VIPカード会員様限定

【お会計時のお願い】ご優待割引には、「東武宇都宮百貨店VIPカード」を必ずご呈示ください。

5月13日（木）▶6月2日（水）

　  婦人帽子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　  ストール・マフラー・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　  婦人雨傘 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF　
　  婦人靴下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
　　　　　　〈フォンテーヌ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF

婦人服飾雑貨のフロア

ご優待割引一覧
※一部除外品あり1F サンクスフェア

より割引拡大
こちらのマークの特典は
売場係員におたずねください



●セール品ほか一部割引除外品がございますので詳しくは売場係員におたずねください。●掲載の割引率は5月上旬の当店店頭価格からの割引率となります。
●1品単価1，000円（税抜）未満の割引はご容赦ください。●他社クレジットカードでの割引は除外です。●カードのご利用は、ご署名されたご本人様のみとなります。
●お支払いの際、他社ギフト券（信販系ギフトカードなど）を含む場合の割引ご優待は除外となります。

東武宇都宮百貨店 VIPカード会員様限定

【お会計時のお願い】ご優待割引には、「東武宇都宮百貨店VIPカード」を必ずご呈示ください。

5月13日（木）▶6月2日（水）

婦人服（キャリア）／婦人靴・ハンドバッグのフロア

ご優待割引一覧
※一部除外品あり2F サンクスフェア

より割引拡大
こちらのマークの特典は
売場係員におたずねください

　  〈ポロ ラルフ ローレン ウィメンズ〉

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※5月13日（木）～19日（水）10％OFF 　　　 　
 〈エコー〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF 　
 〈アグ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF 　



●セール品ほか一部割引除外品がございますので詳しくは売場係員におたずねください。●掲載の割引率は5月上旬の当店店頭価格からの割引率となります。
●1品単価1，000円（税抜）未満の割引はご容赦ください。●他社クレジットカードでの割引は除外です。●カードのご利用は、ご署名されたご本人様のみとなります。
●お支払いの際、他社ギフト券（信販系ギフトカードなど）を含む場合の割引ご優待は除外となります。

東武宇都宮百貨店 VIPカード会員様限定

【お会計時のお願い】ご優待割引には、「東武宇都宮百貨店VIPカード」を必ずご呈示ください。

5月13日（木）▶6月2日（水）

婦人服（ミッシー・ミセス）のフロア

ご優待割引一覧
※一部除外品あり3F サンクスフェア

より割引拡大
こちらのマークの特典は
売場係員におたずねください

　　　　    

                〈コーザノストラ〉・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　　　　　  〈詩仙堂〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　　　　　 〈クレッシェント〉・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　　　　    〈儀右ヱ門〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
                                   

   〈イネド・7-IDコンセプト〉
                                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF

〈イギン〉
・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF

〈東京ソワール〉・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
〈マリサグレース〉
・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
〈ストーリー〉
・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF

 〈マックレガー〉
  ・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
 〈マロージュ〉
 ・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
〈ロジカ〉
・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
〈マキムラ〉
・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
〈ラルヴィクス〉
・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
  〈キース〉

  〈コレット〉

  〈レオナール〉

  〈マッキントッシュ ロンドン〉

  〈ローレン ラルフ ローレン〉

  〈トランスワーク〉

  〈エベックス バイ クリツィア〉

  〈ポール・スチュアート〉

  〈アマカ〉

  〈ジャンニ・ロ・ジュディチェ〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
  〈ジョルジュ・レッシュ〉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF

　  　　　    〈トピィーズ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF
　  　　       〈Tフロンティア〉・・・・・・・・・・・・・・20％OFF
　　　　      〈ベルジュサトウ〉・・・・20～10％OFF
 

（Sサイズ含む）

（Sサイズ）



●セール品ほか一部割引除外品がございますので詳しくは売場係員におたずねください。●掲載の割引率は5月上旬の当店店頭価格からの割引率となります。
●1品単価1，000円（税抜）未満の割引はご容赦ください。●他社クレジットカードでの割引は除外です。●カードのご利用は、ご署名されたご本人様のみとなります。
●お支払いの際、他社ギフト券（信販系ギフトカードなど）を含む場合の割引ご優待は除外となります。

東武宇都宮百貨店 VIPカード会員様限定

【お会計時のお願い】ご優待割引には、「東武宇都宮百貨店VIPカード」を必ずご呈示ください。

5月13日（木）▶6月2日（水）

紳士服とスポーツ・ゴルフウェアのフロア

ご優待割引一覧
※一部除外品あり4F サンクスフェア

より割引拡大
こちらのマークの特典は
売場係員におたずねください

〈ラコステ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
〈エース〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF

ワイシャツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20～10％OFF
ネクタイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20～10％OFF
バッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20～10％OFF

〈ゴールデンベア〉
・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF

〈ポール・スチュアート〉

〈ヴァンプス〉
・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
〈アッシュ・エル〉
・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
〈マックレガー〉
・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF

フォーマル・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
紳士肌着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
パジャマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
靴下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF

革小物・・・・15～10％OFF ➡20～10％OFF
イージーオーダー
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF ➡25～20％OFF
オーダーワイシャツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20～10％OFF

〈マッキントッシュ ロンドン〉

〈ダーバン〉

〈タケオキクチ〉

〈ザ・スコッチハウス〉

〈アダバッド〉
※5月20日（木）～23日（日）限り

〈ルコックスポルティフ〉
※5月20日（木）～25日（火）限り

〈マーモット〉
※5月20日（木）～25日（火）限り

〈ポロ ラルフ ローレン メンズ〉

〈ポロ ゴルフ〉

〈コムサ ステージ メン〉
※5月20日（木）～26日（水）限り・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF



●セール品ほか一部割引除外品がございますので詳しくは売場係員におたずねください。●掲載の割引率は5月上旬の当店店頭価格からの割引率となります。
●1品単価1，000円（税抜）未満の割引はご容赦ください。●他社クレジットカードでの割引は除外です。●カードのご利用は、ご署名されたご本人様のみとなります。
●お支払いの際、他社ギフト券（信販系ギフトカードなど）を含む場合の割引ご優待は除外となります。

東武宇都宮百貨店 VIPカード会員様限定

【お会計時のお願い】ご優待割引には、「東武宇都宮百貨店VIPカード」を必ずご呈示ください。

5月13日（木）▶6月2日（水）

リビング用品・文具・玩具・子供服・時計・インテリア・実用衣料のフロア

ご優待割引一覧
※一部除外品あり5F サンクスフェア

より割引拡大
こちらのマークの特典は
売場係員におたずねください

　  ふとんコーナー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF ➡30％OFF
　 西川（ネムリウム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　 タオル美術館・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　  ウチノ バス&リラクゼーション・・・15％OFF ➡20％OFF
　　　　　 〈ラルフ ローレン ホーム〉

　         　　　〈ル・クルーゼ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
日本橋木屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF
キッチン用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF
    　　BToL（バス・トイレタリー・スリッパ）・・・・・10％OFF
　　　 〈リヤドロ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　  和食器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　  リーデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　　　　　　〈大倉陶園〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
    ハウスウェアスタジオbyナイガイ 15％OFF ➡20％OFF
　  シルクフォーチュン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
　  エール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
　  グンゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
　  カインドウェア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
　  パジャマ（荒川）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　  アートステーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF

オーダーカーテン・・・・・・40～10％OFF ➡50～15％OFF
　　　 〈share with Kurihara harumi〉※5月13日（木）限り 10％OFF
　  インテリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　　　　　       〈ハイネット〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　  　　　　　  〈カリス成城〉・・・・・・・10％OFF ➡15％OFF
　  〈ポロ ラルフ ローレン チルドレン〉

　  　　　　      〈アナスイ・ミニ〉

　               〈KP〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　  　　　    〈ダディオダディ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　  　　  　　        〈センスオブワンダー〉・・・・・・・10％OFF
　  　　  　　〈アスビーキッズ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10％OFF
　  　　        〈クレードスコープ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF
　  　　        〈メゾピアノ〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF
　  　　        〈メゾピアノジュニア〉・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF
　  　　        〈ポンポネットジュニア〉・・・・・・・・・・・・・15％OFF
     子供用品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15％OFF ➡20％OFF
　  　　　　　  〈赤ちゃんの城〉・・・・15％OFF ➡20％OFF
玩具（TVゲームほか一部除外品あり）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20％OFF
　　文具 ※5月14日（土）・15日（日）限り・・・・・・・・・10％OFF ➡20％OFF
　　竹川時計店 ・・・・・・・15～10％OFF ➡20～15％OFF

　　　　      

　　         　　　



●セール品ほか一部割引除外品がございますので詳しくは売場係員におたずねください。●掲載の割引率は5月上旬の当店店頭価格からの割引率となります。
●1品単価1，000円（税抜）未満の割引はご容赦ください。●他社クレジットカードでの割引は除外です。●カードのご利用は、ご署名されたご本人様のみとなります。
●お支払いの際、他社ギフト券（信販系ギフトカードなど）を含む場合の割引ご優待は除外となります。

東武宇都宮百貨店 VIPカード会員様限定

【お会計時のお願い】ご優待割引には、「東武宇都宮百貨店VIPカード」を必ずご呈示ください。

5月13日（木）▶6月2日（水）

呉服・美術・貴金属のフロア

ご優待割引一覧
※一部除外品あり7F サンクスフェア

より割引拡大
こちらのマークの特典は
売場係員におたずねください

宝石サロン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15％OFF
ジュエリーショップ貴羅ら・・・・20％OFF
　  メガネサロン  15％OFF ➡20％OFF
　  ゑり正・・・・・・・・ 15％OFF ➡20％OFF
　  茶道具・・・・・・・ 20％OFF ➡25％OFF


