Visa優待特典・ロンドン

「ロンドン優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

テッドベーカー・ロンドン
Ted Baker London

10% OFF（£500以上をお買い上げの場合）
Visaカードで£500以上をお買い上げの方、10%OFF。
Save 10% on purchases over £500 when you pay with a valid Visa card.

15% OFF

（£1,000 以上をお買い上げの場合）
Visaカードで£1,000以上をお買い上げの方、15% OFF。
Save 15% on purchases over £1000 when you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

テッドベーカー・ロンドンは、スタイリッシュで洗練され
た紳士服、婦人服、関連商品で世界的に知られるブラン
ドで、その品質や特徴的なデザインやカラーリングで愛
されています。細部へのこだわり、美しいデザイン、高品
質な生地の完璧な融合によって、伝統的であり現代的で
もある要素を意外なユーモアのセンスやイギリスらしさ
と組み合わせています。
ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ず Visaカードでお支払
いください。

https://www.tedbaker.com/
ロンドン内の9つの全店舗で有効です。特典の詳細や参加店の
リストは、下記のVisaのウェブサイトをご覧ください。
https://www.visa.co.jp/travel-with-visa/destinations/
london.html
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「ロンドン優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

ハルシオン・デイズ
Halcyon Days

定価の商品10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、10％OFF。
Save 10% on full price items when you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟
店にあります。また、オーダーメイドや限定品には適用されません。

BANK 駅から徒歩2分
27 Royal Exchange, London EC3V 3LP
+44 (0) 20 3725 8000
http://www.halcyondays.co.uk
月曜日〜金曜日 9:30〜18:00（土日休業）

ハルシオン・デイズは、エナメル加工の老舗ブランド。マ
イスターの洗練された技術で生み出される手作りの逸
品は、まるでひとつひとつが美しい芸術のようです。高級
ギフトと装飾品のパイオニアとして英国王室御用達の認
可（ロイヤルワラント）を受けているハルシオン・デイズ
は、イギリスの職人技を守り続けています。
ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ず Visaカードでお支払
いください。

ショッピング / Shopping

プレスタット
Prestat

12% OFF（£8以上をお買い上げの場合）
Visaカードで£8以上をお買い上げの方、12%OFF。
Save 12% on all purchases over £8 when you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

1902年に創業した英国王室御用達のチョコレートショッ

PICCADILLY CIRCUS駅から徒歩3分
14 Princes Arcade, London SW1Y 6DS
+44 (0) 20 7494 3372
http://www.prestat.co.uk
月曜日〜金曜日 9:30〜18:00、土曜日 10:00〜17:30、
日曜日 11:00〜16:30

プ。スミレやバラなど花の香り、自然のフレーバーを伝統
のテイストに組み合わせ、世界中のセレブを魅了していま
す。人気のトリュフチョコは種類も多く、特にピンクシャン
パン・トリュフは大人の女性に好評。おしゃれなボックス
も有名です。
ご利用の際は、本クーポンをご提示の上、必ず Visaカードでお支払
いください。

ショッピング / Shopping

ビスター・ヴィレッジ
Bicester Village
VIPカードで10%オフ

VIPカードをお持ちの方は、有効なVisaカードでお支払いい
ただくと参加ブティックでのご購入がさらに10％オフ*にな
ります。是非ご入手ください。
Receive a VIP Card offering an additional 10% saving* on your
purchases at participating boutiques when you pay with a
valid Visa card.

ロンド ン から 一 時 間 未 満 で 訪 れることので きる歴 史
的にも有名なオックスフォードシャーにある Bicester

Village 。まさにイギリス的なショッピング、ダイニング
を体験し、リラックスした時間をお過ごしいただけます。
ヴィレッジ内にはイギリスや世界各地のファッション＆ラ
イフスタイルの一流ブランドが160 店舗以上のブティッ
クを構え、一年中、希望小売価格より最大 60% オフで提
供しています。
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Shopping Express® シャトルバス
サービスチケットの15%オフ

有効な Visaカードでお支払いいただくと、Shopping Express® シャトルバス
サービスのチケットが15% オフになります。

Receive 15% off tickets for the Shopping Express®︎ coach service when you pay with
a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店にあり
ます。加入ブティックにつきましては、ツーリストインフォメーションセンターに
てお尋ねください。10%オフの割引を受けるには、有効な Visaカードでお支払い
ください。割引は、ヴィレッジ価格に適用されます。VIPカードは、加入ブティッ
クまたはレストランでのみ有効です。利用規約につきましては、thebicestervill
ageshoppingcollection.com/benefit-tcsをご覧ください。

ヴィレッジ到着時に、QRコードが付いたこのオファーまたはThe Bicester
Village Shopping Collectionのプロモーションページ (TheBicesterVillage
ShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn) とお客様の有効な
Visaカードをウェルカムまたはツーリストインフォメーションセンターで掲示
し、VIPカードをお受け取りください。

Shopping Express®チケットの15%割引を受けるには、TheBicesterVillageSho
ppingCollection.com/shopping-expressでご予約時に、プロモーションコー
ド「VSEURO」をご入力の上、有効なVisaカードでお支払いください。

Bicester Village
50 Pingle Drive, Bicester, Oxfordshire, OX26 6WD, U.K.
+44 (0) 1869 323 200
https://www.bicestervillage.com/en/home/
これらの優待特典は、ヨーロッパすべての Bicester Village Shopping
Collection® Villages で受けることができます。詳しくは下記まで。https://
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/

「ロンドン優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

フローリス
Floris

10% OFF、さらに無料の香水サンプル
Visaカードでお買い上げの方、10％ OFF。さらに無料の香水サンプ
ルをプレゼント。
Save 10% on all purchases & get a complimentary fragrance sample when
you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。他の特典との併用は不可。

エリザベス女王およびチャールズ皇太子から贈られた 2

ご利用の際は、本クーポンをご提
示の上、必ず Visa カードでお支払
いください。
ジャーミン・ストリート店
PICCADILLY CIRCUS駅またはGREEN PARK 駅から徒歩5分

89 Jermyn Street, London SW1Y 6JH
+44 (0) 20 7930 2885
http://www.florislondon.com
月曜日〜金曜日 9:30〜18:00、土曜日 10:00〜18:00（日曜日休業）

つの英国王室御用達の称号を有するフレグランスの老
舗。地中海の島から英国にわたり、1730 年に理髪店を
開いたフローリス氏が、伝統的な製 法と最高級の香料
を使った香 水や石鹸を発 売したのが始まりで、以 来独
自の技 法が代々引き継がれています。店内には香水の
ほか、シャンプー、バスエッセンスなども。

アクティビティ/Activity

ロンドン・パス
The London Pass®︎

対象のパス最大10% OFF
Visaカードでお支払いの方、1日または2日のパスは6% OFF、3日ま
たは6日のパスは10% OFF。
Save 6% on 1 & 2 day passes, or 10% on 3 & 6 day passes when you pay with
a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。ツアーのオプションには適用されません。他の
特典との併用は不可。

https://www.londonpass.com/?aid=3266からご予約くださ
い。お支払いには必ずVisa カードをご利用ください。
+44 (0) 20 7293 0972
https://www.londonpass.com/

市内観光をお得に楽しみたい人には、ロンドン・パス®︎
がおすすめです。この観光スポットを網羅したデジタル
のパスさえあれば、80 カ所以上のアトラクション、美術
館、ツアーなどが、割引価格でお得に楽しめます。ロン
ドン・パス®︎ のアプリとガイドブックで、市内観光をもっ
と気軽に。

アクティビティ/Activity

ジュディス・ブラックロック・フラワースクール
Judith Blacklock Flower School

10% OFFさらに ジュディスの
著書をプレゼント

Visaカードでお支払いの方、1日〜3日のコースは10%OFF、4日以上の
コースは5%OFF。いずれの場合でもジュディスの著書をプレゼント。
Save 10% on 1-3 day courses, or 5% on all courses longer than 3 days, and
get a complimentary book when you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

ジュディス・ブラックロック・フラワースクールは、古典的
なフラワーアレンジメントと最先端のフラワーデコレー
ションを教える学校で、英国認定評議会とアメリカの協
会による特別評価認定を受けています。スケジュール別・
レベル別のタイムテーブルがあり、個人でもグループでも
参加可能です。
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school@judithblacklock.comまでE-mailでご連絡いただく
か、44 (0) 20 7235 6235までお電話いただき、優待特典利用の旨
をお伝えしてから、お好きなコースをご予約ください。お支払いに
は必ずVisa カードをご利用ください。

KNIGHTSBRIDGE駅またはHYDE PARK CORNER駅から徒歩5分
4/5 Kinnerton Place South, London SW1X 8EH
+44 (0) 20 7235 6235
http://www.judithblacklock.com
月曜日〜金曜日 9:00〜17:30（開講時間はコースにより異なり
ます／土曜日・日曜日休業）

「ロンドン優待ガイド」2019-2020
アクティビティ/Activity

テムズ・ロケット
Thames Rockets

「アルティメット・ロンドン・
アドベンチャー」
（スピード
ボート体験）15% OFF
Visaカードでお支払いの方、「アルティメット・ロンドン・アドベン
チャー」
（スピードボート体験）15% OFF。
Save 15% on the "Ultimate London Adventure" speedboat experience when
you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。特典対象は「アルティメット・ロンドン・アドベ
ンチャー」
（スピードボート体験）のみです。

Boarding Gate One, London Eye Pier SE1 7PB
+44 (0) 20 7928 8933
https://www.thamesrockets.com/
bookings@thamesrockets.com

テムズ川で最速のスピードボートはいかがでしょうか。テ
ムズ・ロケットは、20カ所以上のランドマークや観光ス
ポットをめぐる究極のロンドン・アドベンチャーです。ロ
ンドン・アイ・ピアから水を切り裂く50 分間は、一生の思
い出になるでしょう。ビッグ・ベンからタワーブリッジま
での信じられない光景も目に焼き付けてください。お笑
いや演技出身で、受賞歴のあるテムズ・ロケットのガイド
が、あなたの旅を忘れられないものにします。

https://www.thamesrockets.com/?offer=visaeuroguideから
ご予約ください。お支払いには必ずVisaカードをご利用ください。
ご説明と装備の都合上、ご予約時間の15分前までに現地へお越し
ください。

アクティビティ/Activity

ブリット・ムービー・ツアーズ
Brit Movie Tours

すべてのツアー25% OFF
Visaカードでお支払いの方、すべてのツアー25%OFF。
Save 25% on all tours when you pay with a valid Visa card.

https://britmovietours.com/からご希望のパブリック・ツアーを
予約する際に、クーポンコード"VISA"を入力してください。お支払
いには必ず Visaカードをご利用ください。

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

ブリット・ムービー・ツアーズは、ロンドンやイギリスにあ

Golden Cross House, 8 Duncannon Street, London WC2N 4JF
+44 (0) 20 7118 1007
https://britmovietours.com/

る映画やテレビのロケ地を観光するプレミアム・サービス
です。年齢、国籍、興味など、さまざまなニーズに合わせ
て、皆様が楽しめるツアーをカスタマイズ。ハリーポッ
ター、ジェームズ・ボンド、シャーロック・ホームズといっ
たメジャーなものからマイナーなものまで、バス、ウォー
キング、小型の乗り物でイギリス各地を回ります。

アクティビティ/Activity

リキッド・ヒストリー・ツアーズ
Liquid History Tours
すべてのツアー20% OFF

Visaカードでお支払いの方、すべてのツアー20%OFF。
Save 20% on all tours when you pay with a valid Visa card.
要予約。本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する
優待参加加盟店にあります。

ロンドンの有名なパブやエール・ハウスを、ガイドと一緒
に歩いてみませんか。ロンドン・パブ・ツアーでは、ロンド
ンの古くからある通りや、美しい景色、ちょっと変わった
歴史を、お酒とともに2マイルほど散策。少人数で和気藹
々と話しながら、4 軒ほどのパブで喉の渇きを癒し、スト
ランドのコンベント・ガーデン周辺（ロンドン東にある劇
場、お店、レストランのすぐ近く）でツアーは終了します。

http://www.liquidhistorytours.com/drinklondon/から、クー
ポンコード"VISA"を入力してご予約ください。お支払いには必ず
Visaカードをご利用ください。
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+44 (0) 77 6831 0005
http://www.liquidhistorytours.com/
info@liquidhistorytours.com

「ロンドン優待ガイド」2019-2020
ダイニング/Dining

ウェリントン・ラウンジ
Wellington Lounge

「ロイヤル・アフタヌーンティー」
15％ OFF
Visaカードでのお支払いで、「ロイヤル・アフタヌーンティー」15
％ OFF。

受賞歴のあるウェリントン・ラウンジのアフタヌーンティー
は、伝統と現代的なテイストが調和したインターコンチネ

Save 15% on 'Royal Afternoon Tea' when you pay with a valid Visa card.

ンタル・ロンドン・パークレーンにあるティーラウンジで

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。当店の都合により、特典を提供できない場合が
あります。

す。ロイヤルパークをはじめ、ロンドンのランドマークの

HYDE PARK CORNER駅から徒歩5分
One Hamilton Place, Park Lane,London, W1J 7QY
+44 (0) 20 7318 8509
http://wellington-lounge.co.uk
月曜日〜日曜日 13:00〜17:00

すばらしい眺めが、ティータイムをさらに味わい深いもの
にしてくれます。

+44 (0) 20 7318 8509までお電話いただくか、
wellingtonlounge@ihg.comまでメールでクーポンコード Visa
London Guideを入力してご予約ください。ご予約を希望され
ない場合は、ご着席時にクーポンコードをお伝えください。お支払
いには必ずVisaカードをご利用ください。

ダイニング/Dining

ジョーンズ・ファミリー・キッチン
The Jones Family Kitchen

前菜とメインディッシュの注文でデザート
をサービス
Visaカードでのお支払いで、前菜とメインディッシュをご注文の方
に、デザートをサービス。
Get a complimentary dessert with orders of starter and main dish when you
pay with a valid Visa card.

デザートとウィークエンド・ブランチから
1品をサービス（€15以上をお支払いの場合）

Visaカードで €15以上をお支払いの方、デザートとウィークエンド・
ブランチから１品をサービス。
Get a complimentary dessert with weekend brunch menu orders over £15
when you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。ウィークエンド・ブランチは次の時間のみ注文
可能です（土曜日：12:00〜16:00、日曜日：12:00〜16:30）。

美しく保存された歴史的なエクレストン広場にひっそりと
たたずむジョーンズ・ファミリー・キッチンは、最近、ステー
キ協会によって、ロンドンにあるステーキハウス・ナンバー
ワンに選ばれました。この独立系モダンステーキレストラ
ンとカクテルバーでは、30種類以上のワインの豪華なセレ
クションと食事をペアリングすることができます。
ご利用の際は、着席時に本クーポンをご提示の上、必ず Visaカード
でお支払いください。

VICTORIA STATION駅から徒歩5分
7-8 Eccleston Yards, Belgravia, London, SW1W 9AZ, UK
+44 (0) 20 3929 6000
https://jonesfamilykitchen.co.uk/
月曜日〜土曜日 12:00〜00:00、日曜日 12:00〜18:00

ホテル/Accommodation

ホテル・カフェ・ロイヤル
Hotel Café Royal

お部屋代£30分サービス、毎日の
朝食、さらにアーリーチェックイン
Visaカードでお支払いの方、お部屋代£30 分サービス、毎日の朝食
（イギリス式または中国式）、さらにアーリーチェックインをサー
ビス。
Receive complimentary £30 room credit, daily full English or Chinese
breakfast & early check-in when you pay with a valid Visa card.
本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。

PICADILLY CIRCUS駅から徒歩3分
https://www.hotelcaferoyal.com/
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ピカデリーのすぐそばリージェント・ストリートという好
立地にあるロンドンの豪奢なホテル。オスカー・ワイル
ド、モハメド・アリ、ウィンストン・チャーチル、デヴィッ
ド・ボウイ、デイヴィッド・チッパーフィールド、アルベル
ト・アドリアなどに愛されてきたホテルは、歴史、文化、
ビジネス、エンターテインメントなどが交差する場所で

150 年にもわたり、その存在感を示してきました。
https://be.synxis.com/?&chain=24447&hotel=6706&SRC=30
&Promo=NDOTからご予約いただくか、オンラインでの予約時に
クーポンコード"VISAEURO"を入力してください。お支払いには
必ずVisaカードをご利用ください。

10 Air St, Soho, London W1B 4DY

+44 (0) 20 74 06 33 33

「ロンドン優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

ダブリン/Dublin

キルデア・ヴィレッジ
Kildare Village
VIPカードで10%オフ

VIPカードをお持ちの方は、有効なVisaカードでお支払いい
ただくと参加ブティックでのご購入がさらに10％オフ*にな
ります。是非ご入手ください。
Receive a VIP Card offering an additional 10% saving* on your
purchases at participating boutiques when you pay with a
valid Visa card.

Shopping Express® シャトルバス
サービスチケットの15%オフ

ダブリンから1時間、美しい景観の中にたたずむKildare

Village は、チャーミングなショッピングヴィレッジで
す。世界的に有名なブランドのブティックが 100 店舗以
上揃い、一年中、最大 60% オフでお買い物をお楽しみい
ただけます。ショッピングの合間には、ぜひヴィレッジ内
のスタイリッシュなレストランでご休憩ください。

有効な Visaカードでお支払いいただくと、Shopping Express® シャトルバス
サービスのチケットが15% オフになります。

Receive 15% off tickets for the Shopping Express®︎ coach service when you pay with
a valid Visa card.

ヴィレッジ到着時に、QRコードが付いたこのオファーまたはThe Bicester
Village Shopping Collectionのプロモーションページ (TheBicesterVillage
ShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn) とお客様の有効な
Visaカードをウェルカムまたはツーリストインフォメーションセンターで掲示
し、VIPカードをお受け取りください。

Shopping Express®チケットの15%割引を受けるには、TheBicesterVillageSho
ppingCollection.com/shopping-expressでご予約時に、プロモーションコー
ド「VSEURO」をご入力の上、有効なVisaカードでお支払いください。

Kildare Village
Nurney Road, Kildare Town, County, Kildare, Ireland
353 (0) 45 534 900
https://www.kildarevillage.com

本優待サービスに関わる責任は、本サービスを提供する優待参加加盟店にあり
ます。加入ブティックにつきましては、ツーリストインフォメーションセンターに
てお尋ねください。10%オフの割引を受けるには、有効な Visaカードでお支払い
ください。割引は、ヴィレッジ価格に適用されます。VIPカードは、加入ブティッ
クまたはレストランでのみ有効です。利用規約につきましては、thebicestervill
ageshoppingcollection.com/benefit-tcsをご覧ください。

これらの優待特典は、ヨーロッパすべての Bicester Village Shopping
Collection® Villages で受けることができます。詳しくは下記まで。https://
www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/

● また、掲載内容の利用により生じた被害や損害に関してビザ・

アクティビティーの優待特典について

ご利用上の注意
優待サービスに関わる責任は、当該サービスを提供する優待参加
加盟店にあります。ご利用に関するお問い合わせは対象となる店
舗・施設に直接お問い合わせください。帰国後は優待を受けられ
ませんのでご了承ください。

ワールドワイドは一切の責任を負いません。
● 掲載されている優待特典情報・その他情報は、2019 年10月現在

のものです。掲載内容に変更が生じる場合や、店舗の事情によ
り優待特典を変更または中止する場合がございますので、予め

本 Visa 優待特典・ロンドンについて

ご了承ください。

● Visa 優待特典・ロンドン「ロンドン優待ガイド」2019-2020 の優

待期間は、2020 年10月31日(木)までです。

● 本「ロンドン優待ガイド」2019-2020

ダイニングの優待特典について
● ドリンクやデザート、プレゼントのサービスはお1人様各1点限り

です。

とさせていただきます。
店舗にて優待特典を受けられない場合は、

2019-2020 PDFを印刷しご持参いただくか、または携帯電話等
の画面に表示させた本 PDF の対象優待ページを各店舗にてご

ここを提示してください。

提示ください。

協賛店様：本「ロンドン優待ガイド」2019-2020 PDFを提出の上、

PDFをご持参いただかない

場合は優待特典を受けられませんのでご注意ください。
● 優待特典希望のお申し出が遅れた場合、優待特典が適応されな

い場合がありますのでご注意ください。

とができます。
すので、予めご了承ください。

有効な Visaでお支払いのお客様には、記載の優待特典を提供して
くださいますようお願い申し上げます。

ホテルの優待特典について

Dear Merchant, Please provide your offer to customers who
present the appropriate coupon and pay with a valid Visa card.

● 本「ロンドン優待ガイド」2019-2020 の優待特典は、旅行者のた

めのものです。イギリスに 3ヶ月以上滞在されている方は、優待
特典を受けられない場合がございます。また、優待特典を受け
る場合には、有効な航空券とパスポートのご提示をお願いする

があります。
● 掲載されている優待特典は、他のプロモーション、割引、クーポ

ン、特別提供品と併用することはできません。

ショップのギフトプレゼント優待特典について
● プレゼントは現地でお受け取りください。原則として、日本帰国

● また、現金や他の商品と交換することもできませんのでご留意

ください。
● 優待特典は本「ロンドン優待ガイド」2019-2020

● 指定の条件を満たせば、同行の方も同様の優待特典を受けるこ
● 優待特典画像はイメージです。実際とは異なる場合がございま

● 優待特典を受けるためには、Visa カードでお支払いをする必要

PDFに掲載され

ている店舗でのみ有効です。
● 優待特典のご利用は1店舗につきお1人様、半年毎に1回限りとさ

せていただきます。
● 掲載されている優待特典やサービスの履行に関しての全責任は

優待特典参加店舗が負うものとします。
● 店舗での優待特典やサービスの内容についてのご質問等は、現

地にて直接店舗へお申し出ください。
● 各ページに記載されている注意事項も併せてご確認ください。
● Visaお支払い伝票 (お客様控え)は、大切に保管してください。ご

させていただく場合がございます。
● 掲載内容には万全を期しておりますが、その内容を保証するも

場合もございますので、予めご了承ください。
● ご出国前に、Visaでのお支払いでホテルの予約が確保されてい

後はプレゼントの引換えはできませんのでご注意ください。

るか、必ずご確認ください。その他の必要事項については、各ホ

● 優待特典のご利用は1店舗につきお1人様、半年毎に1回限りとさ

テルのウェブサイトでご確認ください。特に記載がない場合。ご

せていただきます。

予約は英語で行なってください。

● 一部店舗では場合により、お名前等の個人情報を登録させてい

● ホテルが満室の場合、予約をすることも、優待特典を受けること

ただくことがございますので、予めご了承ください。(ビザ・ワー

もできませんので、予めご了承ください。キャンセル規定はホテ

ルドワイドが個人情報登録をお願いすることはありません。)

ルによって異なります。各ホテルへ予約時に直接お問い合わせく

● 在庫状況により、優待特典内容が異なる場合がございますので

ご了承ください。
● 同一店舗および同一名義人による、当日のVisa のお支払い伝票

(お客様控え)のみ有効とさせていただきます。
● 優待特典画像はイメージです。実際とは異なる場合がございま

すので、予めご了承ください。

帰国後、お問い合わせをいただいた場合、お支払伝票の確認を

20191018

接お問い合わせください。
● 優待特典画像はイメージです。実際と異なる場合がございます

ので、予めご了承ください。

には、原則として税・サービス料等が含まれておりません。

● 優待特典をご利用いただく際には、本「ロンドン優待ガイド」

のではありません。

PDFに記載の注意事項に

従って優待特典をお受けください。ご不明な点は各店店舗へ直

PDFに掲載されている料金

● 優待特典は日本国内で発行された Visaでのお支払いのみ有効

● 本「ロンドン優待ガイド」2019-2020

● 本「ロンドン優待ガイド」2019-2020

ショップの割引サービス優待特典について
● お支払いの前に、レジにて本「ロンドン優待ガイド」2019-2020

PDFをご提示ください。

ださい。
● 掲載されている優待特典は、他の優待特典と併用することはで

きません。また、グループ会社や系列会社の予約に用いることも
できません。
● 宿泊料金は、地方税によって変動することがあります。

