
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象店舗が休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、店舗のホームページ等でご確認ください。 

 

対象加盟店一覧 

対象オンラインストア
IKEA オンラインストア https://www.ikea.com/jp/ja/  

対象店舗 住所
イケア仙台 宮城県仙台市太白区あすと長町 2-1-1 

イケア新三郷 埼玉県三郷市新三郷ららシティ 2-2-2 

イケア Tokyo-Bay 千葉県船橋市浜町 2-3-30 

イケア新宿 東京都新宿区新宿 3 丁目 1-13 京王新宿追分ビル B1F-3F 

イケア原宿 東京都渋谷区神宮前 1-14-30 WITH HARAJUKU 内 

イケア渋谷 東京都渋谷区宇田川町 24-１髙木ビルディング 1 階～7 階 

イケア立川 東京都立川市緑町 6 番 

イケア港北 神奈川県横浜市都筑区折本町 201-1 

イケア長久手 愛知県長久手市公園西駅周辺土地区画整理事業地内 1 街区 

イケア鶴浜 大阪府大阪市大正区鶴町 2-24-55 

イケア神戸 兵庫県神戸市中央区港島中町 8-7-1 

イケア福岡新宮 福岡県糟屋郡新宮町中央駅前 2-9-1 

 

島忠

対象オンラインストア
シマホネット https://netshop.shimachu.co.jp/shop/  

対象店舗
店舗一覧 https://www.shimachu.co.jp/shop/  

 

髙島屋

対象オンラインストア
髙島屋オンラインストア 

*「タカシマヤファッションスクエア」は対象外 
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/ 

髙島屋ローズキッチン https://www.takashimaya.co.jp/rosekitchen/ 

タカシマヤ通信販売 https://www.takashimaya.co.jp/tsuhan/ 

㈱ジェイアール東海髙島屋オンライン https://shop.jr-takashimaya.co.jp/ 

対象店舗 住所 対象外となる併設施設 
高崎髙島屋 群馬県高崎市旭町４５ JTB 旅行サロン・ミスタミニット 

大宮髙島屋 
埼玉県さいたま市大宮

区大門町１－３２ 

太平洋クラブ ゴルフアカデミー・大宮髙島屋郵便局 

ドコモショップ・クラフトワールド・ジュンク堂書店・ハ

グオール・ほけん百花・ 三井住友信託銀行・宝くじ・メデ

ィカルスキャニング大宮・いかの墨・各種駐車サービス 

柏髙島屋 
千葉県柏市末広町３－

１６ 

JTB 柏髙島屋店（本館 中 2 階） 

宝くじドリームスクエア（本館 1 階） 

柏髙島屋郵便局（本館 地下 2 階） 

S 館 (専門店全店) 

新館 (専門店全店) 

タカシマヤフードメゾンお

おたかの森 

千葉県流山市おおたか

の森南 1-5-1 

流山おおたかの森 S・C 

（タカシマヤフードメゾン除く全店舗） 

https://www.ikea.com/jp/ja/
https://netshop.shimachu.co.jp/shop/
https://www.shimachu.co.jp/shop/
https://www.takashimaya.co.jp/shopping/
https://www.takashimaya.co.jp/rosekitchen/
https://www.takashimaya.co.jp/tsuhan/
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日本橋髙島屋 
東京都中央区日本橋２

－４－１ 

新館 専門店 全店 

東館 ５階ポケモンセンタートウキョーDX&ポケモンカフェ 

本館 ガレリア（カフェ・雑貨・日比谷花壇）/地下２階・

８階 日本橋ダイニングメゾン（レストラン・特別食堂）/

５階 ＪＴＢ/ 8 階 タカシマヤファイナンシャルカウンター 

各種駐車場サービス 

玉川髙島屋 
東京都世田谷区玉川３

－１７－１ 

本館(専門店全店) 南館(専門店全店)東館、ガーデンアイラ

ンド、マロニエコート、ケヤキコート、花みず木コート、

南館アネックス、東館アネックス、アイビーズプレイス、

（専門店）、各種駐車場サービス 

新宿髙島屋 
東京都渋谷区千駄ヶ谷

５－２４－２ 

タカシマヤ タイムズスクエア 専門店 （レストランズ パ

ーク、ユニクロ 新宿高島屋店、東急ハンズ新宿店、紀伊國

屋サザンシアターTAKASHIMAYA、Books Kinokuniya Tokyo、

ニトリ、ABC クッキングスタジオ、エステティック＆スパ 

ビューティーアベニュー ソシエ、スーモカウンター、ヘア

ーカッティングガーデン ジャック・モアザン、ボディー

ズ、ホワイトエッセンス、メガブルーバード 英会話スクー

ル）JTB、タイムズスクエア歯科クリニック、メローフロ

ー・ウーマンズシェイプジム（スタジオレッスン）、各種

駐車場サービス 

立川髙島屋 
東京都立川市曙町２－

３９－３ 

9 階 立川ガーデンテーブルズ レストラン、リラクゼーショ

ン、 

8 階 屋内･冒険の島 ドコドコ、ライザップ ゴルフ、キノシ

ネマ 立川髙島屋 S.C.館、ゼンコ―、一蔵＆一瑠、東京スタ

ー銀行、 

7 階 オアシス歯科クリニック、エステティック TBC、MEN'S 

TBC、ココデ、ユザワヤ、ゴールドジム、 

6 階 ジュンク堂書店、カフェ･ド･クリエ、 

4 階･5 階 ニトリ、 

2 階 専門店（雑貨ファッション）、猿田彦珈琲、 

地下 2 階 カーウォッシュ ウォーターガレージ（洗車サービ

ス） 

横浜髙島屋 
神奈川県横浜市西区南

幸１－６－３１ 
旅行サロン 

タカシマヤフードメゾン新

横浜 

神奈川県横浜市港北区

新横浜２丁目１００－

４５キュービックプラ

ザ新横浜３階 

ビックカメラ、ミスターミニット、3 COINS、神戸屋キッチ

ン、銀だこ酒場、スターバックス コーヒー、クリスピー・

クリーム・ドーナツ、Hibiya-Kadan Style 

岐阜髙島屋 
岐阜県岐阜市日ノ出町

２－２５ 
テルミー美容室 

㈱ジェイアール東海髙島屋 
愛知県名古屋市中村区

名駅 1－1－4 

ビックカメラ、ユニクロ、ジーユー、東急ハンズ、Dr.スト

レッチ、ラフィネ、スーモカウンター、ソシエ２４５（施

術）、タワーズプラザレストラン街、ゲートタワープラザ

レストラン街 

京都髙島屋 

京都府京都市下京区四

条通河原町西入真町５

２ 

郵便局、ＪＴＢ、ほけん百花、川村歯科 

洛西髙島屋 

京都府京都市西京区大

原野東境谷町２－５－

５ 

ラクセーヌ 

大阪髙島屋 
大阪府大阪市中央区難

波５－１－５ 

JTB 旅行サロン・加藤歯科・なんばダイニングメゾン・な

んば City 専門店 
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堺髙島屋 
大阪府堺市堺区三国ヶ

丘御幸通５９ 

NANKAI 南海堺東駅クリニックセンター・南海堺東ライフス

タイルフロア 

堺タカシマヤ各専門店 

泉北髙島屋 
大阪府堺市南区茶山台

１－３－１ 

Panjo  

ニトリ・紀伊国屋書店・ユニクロ・GAP・ABC Mart・無印

良品・その他専門店、ほけん百花 

ＪＵ米子髙島屋 
鳥取県米子市角盤町１

－３０ 
グッドブレスガーデン（旧東館） 

岡山髙島屋 
岡山県岡山市北区本町

６－４０ 
東館：インフェイシャスを除くテナント 

いよてつ髙島屋 
愛媛県松山市湊町 5 丁

目 1-1 
エステティック TBC 

 

ニトリ

対象オンラインストア
ニトリネット https://www.nitori-net.jp/ec/  

対象店舗
店舗一覧 https://shop.nitori-net.jp/nitori/  

 

ヨドバシカメラ

対象オンラインストア
ヨドバシ.com https://www.yodobashi.com/  

 

https://www.nitori-net.jp/ec/
https://shop.nitori-net.jp/nitori/
https://www.yodobashi.com/

