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ショッピング / Shopping

高級ブランドから流行のファッションまで、圧倒的な品

揃えを誇る大人気の百貨店。観光名所としても有名で、

パリ市街を一望できる屋上からの眺めはもちろん、本

館にある壮麗なドーム型ステンドグラスは息をのむ美し

さ。館内にはオール・ジャンルのショップだけでなく、カ

フェやレストランもあり、一日中楽しむことができます。

モンブランのノートまたはルイナールのシャンパン、便利な免税手
続きもできるVIPラウンジの特典を受けるためには、本クーポン、
レシート、パスポート、免税フォーム、Visaカードをメイン・ビルデ
ィング3階のコンシェルジュ・デスクでご提示してください。免税
についての詳細は店内にあります。

アクティビティとイベント10% OFFの特典を受けるために
は、https://haussmann.galerieslafayette.com/ja/events/か
ら、クーポンコード GLVISAJP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。

7号線、9号線のCHAUSSEE D'ANTIN LA FAYETTE駅から
徒歩1分   
40, boulevard Haussmann 75009 
+33 (0)1 42 82 3640
http://haussmann.galerieslafayette.com/ja
月曜日～土曜日 9:00～20:30、日曜日 11:00～20:00

Visa優待特典・パリ

「パリ優待ガイド」2019-2020

モンブランのノートまたは
ルイナールのシャンパン＋
VIPラウンジのご利用
（€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、モンブランのノートまたはル
イナールのシャンパンをプレゼント＋VIPラウンジのご利用サービス。

Pour tout paiement avec une 
carte Visa valide, une bouteille de 
Champagne Ruinart ou un carnet 
Montblanc + un accès au lounge 
VIP offerts à partir de 1000 euros 
d’achat.

アクティビティとイベント10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、アクティビティとイベント10% OFF。
Pour toute réservation et paiement d’une activité avec une carte Visa valide, 
10% de remise offerts.

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。在庫がなくなり次第終了（在庫の関係で商
品が変更になる場合もあります）。モンブランのノートまたはル
イナールのシャンパンからおひとつお選びいただけます。他の特
典やディスカウントとの併用は不可。写真はイメージです。詳細
はスタッフにお尋ねください。VIPラウンジには、無料のドリン
ク、Wi-Fi、個室トイレ、VIP免税、パリ市内の家やホテルへの無料
配送などが含まれています。18時以降のお買い物は、次の日の
お届けになります。詳しくはスタッフにお尋ねください。アクティ
ビティやイベントの詳細はウェブサイトをご覧ください。https://
haussmann.galerieslafayette.com/en/events/

ギャラリー・ラファイエット・パリ・オスマン
Galeries Lafayette

パリ/Paris

https://haussmann.galerieslafayette.com/ja/events/
https://haussmann.galerieslafayette.com/en/events/
https://haussmann.galerieslafayette.com/en/events/
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「パリ優待ガイド」2019-2020

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

8号線、12号線、14号線のMADELEINE駅から徒歩1分 
30 place de la Madeleine 75008 
+33 (0)1 70 39 38 02          http://www.fauchon.com 
月曜日～土曜日 10:00～20:30（日曜日休業）

ショッピング / Shopping

パリ/Paris

パリ/Paris

10% OFF（€100以上をお買い上げの場合）
Visaカードで€100以上をお買い上げの方、10%OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 10% de remise offerts à partir 
de 100 euros d’achat.

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。イートインやフレッシュ食材のテイクアウトに
はご利用になれません。

1886年にオーギュスト・フォションが創業した、言わずと
知れた名門ブランジェリー＆パティスリー。有名な紅茶は

もちろん、ケーキやチョコレートから、フォアグラまで、個

性豊かでかわいい商品をご用意。ワインセラーやデリカ

テッセンで、本場ならではのスウィーツや紅茶をお楽しみ

ください。

フォション
Fauchon

ラ・ヴァレ・ヴィレッジ
La Vallée Village

テッドベーカー
Ted Baker
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。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 10% de remise offerts à partir 
de 500 euros d’achat.

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。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 15% de remise offerts à partir 
de 1000 euros d’achat.

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。

パリ/Parisショッピング / Shopping

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/

20 Rue De Franc Bourgeois, Paris, 75003

+33 (0)1 44 54 02 98

2 étage, Les 4 Temps, 15 Tunnel de Nanterre-La Défense, 92092 Paris La Défense

+33 (0)1 58 58 02 13

パリっ子のチャーミングな雰囲気を持つLa Vallée Village
は、ディズニーランド・パリからたったの5分、パリの中心
街からも40分というシャンパーニュへの通り道にありま
す。フランスや世界的に有名なデザイナーが、110店舗以
上のブティックで昨シーズンのコレクションを希望小売

価格の最低33%オフで提供しています。

La Vallée Village
3 Cours de la Garonne, Serris, 77706 Marne, La Vallée Cedex 
4, France
+33 (0)1 60 42 35 00            https://www.lavalleevillage.com

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/

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
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。

http://www.fauchon.com
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
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「パリ優待ガイド」2019-2020

アクティビティ/Activity

19世紀後半から20世紀初頭のコレクションを約20,000
点も集めた美術館。優美な建物は、かつてパリの終着駅

として使われていたもの。現在は印象派やアールヌーボー

の傑作が数多く見られる場所として有名です。

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。

35,000点ものコレクションを誇る、世界三大美術館のひ
とつ。近代以前の世界の至宝を一堂に集めた巨大な美の

殿堂です。8つの部門に分かれているため、入口で日本語
パンフレットを入手して目当てのお宝をチェック。ショッ

プで販売している美術書は、パリ屈指の品揃えです。

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。

美術館でのすべてのお買い物
最大10%OFF
ミュージアムショップにてVisaカードでお買い上げの方、すべての
書籍5% OFF、それ以外の商品10% OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 5% de remise offerts sur 
les livres et 10% de remise offerts sur le reste des produits à l’exception des 
produits en promotion. 

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。10%OFF（書籍のみ5%OFF）。セール品はご利
用になれません。必ずこのページのプリントアウトをお持ちくださ
い（携帯電話の提示では優待特典は受けられません）。

美術館でのすべてのお買い物
最大10%OFF
ミュージアムショップにてVisaカードでお買い上げの方、すべての
書籍5% OFF、それ以外の商品10% OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 5% de remise offerts sur 
les livres et 10% de remise offerts sur le reste des produits à l’exception des 
produits en promotion. 

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。10%OFF（書籍のみ5%OFF）。セール品はご利
用になれません。必ずこのページのプリントアウトをお持ちくださ
い（携帯電話の提示では優待特典は受けられません）。

アクティビティ/Activity

MUSEE D'ORSAY駅(RER C線)から徒歩1分、
12号線のSolférino駅から徒歩3分
1 rue de la Légion d'Honneur, 75007
+33 (0)1 40 49 48 14
http://www.musee-orsay.fr
火曜日・水曜日・金曜日～日曜日 9:30～18:00、
木曜日 9:30～21:45（月曜日休館）

1号線、7号線のPALAIS ROYAL MUSEE DU LOUVRE駅から
徒歩1分 
Musée du Louvre, 75001
+33 (0)1 40 20 53 17
http://www.louvre.fr/jp/homepage
月曜日・木曜日・土曜日・日曜日 9:00～18:00、
水曜日・金曜日 9:00～21:45（火曜日休館）

パリ/Paris

パリ/Paris

オルセー美術館
Musée d'Orsay

ルーヴル美術館
Musée du Louvre

ショッピング / Shopping

アヴリル・ゴウは、シャネルやロエベといったブランドで

輝かしいキャリアを築いた後、自身の名を冠して立ち上

げたブランド。アヴリル・ゴウのコレクションは、クラシッ

クとコンテンポラリーの融合がテーマになっています。す

べての製品はヨーロッパで制作されており、そのクオリ

ティーとエスニックな魅力は、一見の価値あり。

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。

すべてのお買い物15% OFF
Visaカードでお買い上げの方、すべての商品15％OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 15% de remise offerts sur tout 
le magasin.

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。

4号線、10号線のODEON/SAINT GERMAIN DES PRES駅から徒歩4分
17 rue des quatre vents, 75006
+33 (0)1 43 29 49 04            http://www.avrilgau.com
月曜日～土曜日 11:00～19:30（日曜日休業）

1号線、7号線のPALAIS ROYAL MUSEE DU LOUVRE/LES 
HALLES駅から徒歩5分
46 rue croix des petits champs 75001
+33 (0)1 42 61 21 60            http://www.avrilgau.com
月曜日～土曜日 11:00～19:00（日曜日休業）

パリ/Paris

アヴリル・ゴウ
Avril Gau
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「パリ優待ガイド」2019-2020

アクティビティ/Activity パリ/Paris

オランジュリー美術館
Musée de l'Orangerie

パリ・パス
The Paris Pass®︎

アクティビティ/Activity パリ/Paris

ヴェルサイユ宮殿美術館
Musée du Château de Versailles

+44 20 7293 0972
https://www.parispass.com/

アクティビティ/Activity

対象のパス最大10% OFF
Visaカードでお支払いの方、3日または4日のパスは5% OFF、6日
のパスは10% OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa, 5% de remise offerts sur les pass 3 et 
4 jours, 10% de remise offerts sur les pass 6 jours.

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。

パリ・パスは街の見どころをすべて収めた観光パッケージ

で、パリ有数の美術館や歴史的な建物へ入場できるほか、

ガルニエ宮のツアーやセーヌ川のクルージングなどの体

験もカバーしています。パリ市内の驚くようなスポットを

気軽に、そしてお得に楽しめます。

ヴェルサイユの華やかな宮廷文化を伝える美術館。ルイ

14世やマリー・アントワネット、ナポレオンゆかりの品々
を公開しています。ショップでは、マリー・アントワネット

やナポレオンの妻ジョゼフィーヌをイメージしたアクセサ

リーなど、レアな商品が目白押し。

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。

モネの連作「睡蓮」を展示するために作られた美術館。画

家の死後、チュエルリー公園にある温室を改造して、「光

の画家」にふさわしい陽光の降りそそぐ展示室が設けら

れました。2006年に大規模な改装工事を終え、開館当時
さながらの光あふれる睡蓮の間が人気を呼んでいます。

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.parispass.
com/?aid=1516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。

美術館でのすべてのお買い物
最大20%OFF
ミュージアムショップにてVisaカードでお買い上げの方、すべての
書籍5% OFF、それ以外の商品20% OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 5% de remise offerts sur 
les livres et 20% de remise offerts sur le reste des produits à l’exception des 
produits en promotion.

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。20%OFF（書籍のみ5%OFF）。セール品はご利
用になれません。必ずこのページのプリントアウトをお持ちくださ
い（携帯電話の提示では優待特典は受けられません）。

美術館でのすべてのお買い物
最大10%OFF
ミュージアムショップにてVisaカードでお買い上げの方、すべての
書籍5% OFF、それ以外の商品10% OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 5% de remise offerts sur 
les livres et 10% de remise offerts sur le reste des produits à l’exception des 
produits en promotion. 

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。10%OFF（書籍のみ5%OFF）。セール品はご利
用になれません。必ずこのページのプリントアウトをお持ちくださ
い（携帯電話の提示では優待特典は受けられません）。

VERSAILLES RIVE GAUCHE駅(RER C線)から徒歩10分
Place d'Armes, 78000 Versailles
+33 (0)1 30 83 78 00
http://jp.chateauversailles.fr/
火曜日～日曜日 9:00～18:30
（ローシーズンは17:30まで／月曜日休館）

1号線、8号線、12号線のCONCORDE駅から徒歩3分
Jardin des Tuileries, 75001
+33 (0)1 42 96 67 71
http://www.musee-orangerie.fr
月曜日・水曜日～日曜日 9:00～18:00（火曜日休館）

パリ/Paris

https://www.parispass.com/?aid=1516
https://www.parispass.com/?aid=1516


20191016
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ダイニング/Dining パリ/Paris

レ・ココット エトワール凱旋門店
Les Cocottes Arc de Triomphe

レ・ココット エッフェル塔店 
Les Cocottes Tour Eiffel

2号線のTERNES駅から徒歩6分
2, avenue Bertie Albrecht, 75008 Paris
+33 (0)1 53 89 50 53
http://www.lescocottes-arcdetriomphe.fr
月曜日～日曜日 12:00～23:00

ダイニング/Dining

8号線のECOLE MILITAIRE駅から徒歩5分
135 rue St-Dominique, 75007 Paris
http://www.maisonconstant.com/les-cocottes-tour-eiffel/
月曜日～日曜日 12:00～23:00

前菜、メインディッシュ、デザートの
ご注文でアペリティフをサービス
Visaカードでのお支払いで、前菜、メインディッシュ、デザートのご
注文の方に、アペリティフ1杯をサービス。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, un apéritif offert pour une 
entrée, un plat et un dessert commandés.

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。ランチ（12:00）またはディナー（18:30）でのみ有効。

コンスタン氏が手がけるココット鍋の専門店。「リーズナ

ブルな値段で食べられるファストフードのような店」をうた

いながらも、スピーディーに供される料理はソテーあり、

煮込みありの本格派。カウンター席が多いので、独りでも

気になりません。観光の合間に立ち寄りたいお店です。

ご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。

前菜、メインディッシュ、デザートの
ご注文でアペリティフをサービス
Visaカードでのお支払いで、前菜、メインディッシュ、デザートのご
注文の方に、アペリティフ1杯をサービス。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, un apéritif offert pour une 
entrée, un plat et un dessert commandés.

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。

クリスチャン・コンスタン氏が人気のレ・ココットと同じコン

セプトで展開するエトワール凱旋門店は、五つ星のソフィテ

ル・ホテルの中にあり、自慢のキャセロール料理を親しみ

やすくも洗練された雰囲気で提供しています。巨匠による

伝統的なフランス料理をお見逃しなく。

ご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。

ダイニング/Dining

フル・ブレックファスト
15% OFF
Visaカードでのお支払いでフル・ブレック
ファスト（€14）をご注文の方、15%OFF。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, 15% de remise offerts sur le 
petit déjeuner complet à 14 euros.

デイリー・ランチセットメニューから3コー
スのご注文でアペリティフをサービス
Visaカードでのお支払いでデイリー・ランチセットメニューから
3コースをご注文の方に、アペリティフ1杯をサービス。
Pour tout paiement avec une carte Visa valide, un apéritif offert pour une 
entrée, un plat et un dessert commandés dans le menu du jour.

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。アペリティフの特典は、ご予約が必要です。改装のため2019
年11月はご予約ができません。

1本の通りに数軒の店を構えるオーナーシェフ、クリ
スチャン・コンスタン氏のビストロ兼カフェ。高級

食材を使った料理をリーズナブルな価格で提供し、

常連客で賑わっています。シンプルなテリーヌやク

ロワッサンも手抜きなし。居心地の良さはパリジャ

ンのお墨付きです。

15% OFFの特典を受けるためには、ご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。
アペリティフの特典を受けるためには、constant@maisonconstant.com
へメール、または+33 (0)1 45 53 73 34へ電話して、クーポンコード 
Visa Paris Guideとともにご予約ください。お支払いには必ずVisaカー
ドをご利用ください。

8号線のECOLE MILITAIRE駅から徒歩5分
139 rue St-Dominique, 75007
+33 (0)1 45 53 73 34
http://www.maisonconstant.com/cafe-constant
月曜日～土曜日 7:00～23:00、日曜日 8:00～23:00
朝食：月曜日～土曜日 7:00～11:00、日曜日 8:00～11:00

パリ/Paris

カフェ・コンスタン
Cafe Constant

パリ/Paris

constant@maisonconstant.com
http://www.maisonconstant.com/cafe-constant
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ホテル/Accommodation

パリの高級住宅地の中心に位置するセント・ジェームス・

パリは、パリに残る唯一のシャトー・ホテルです。庭に囲

まれた優雅な空間と、建築家バンビ・スローンによってさ

らに豪華になった建築で、ラグジュアリーなサービスを

堪能できます。

https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=53735&Chain=8565&
template=GCFlexShared_saintjames-paris&shell=GCFlex_
saintjames-paris&rate=VISASJ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。

お部屋のアップグレード保証
＋ゲランのスパ10%
Visaカードでのご予約とお支払いで、お部屋の無料アップグレード
とゲランのスパ10%。
Pour toute réservation d’une nuitée payée avec une carte Visa, un 
surclassement est offert ainsi qu’une remise de 10% sur les soins au Spa 
Guerlain.

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。優待特典は、ホテルにご宿泊の方のみが対象と
なります。ディスカウントは、製品の購入には適応されません。優
待特典は、他のスパの特典との併用は不可。お部屋のアップグレー
ドは、チェックイン時に行われます。

ショッピング / Shopping

パリ/Paris

ブリュッセル/Brussels

セント・ジェームス・パリ
Saint James Paris

2号線のPorte DAUPHINE駅から徒歩3分
5 Place du Chancelier Adenauer, 75116 
+33 (0)1 44 05 81 81
https://www.saint-james-paris.com/?lang=en

マースメヘレン・ヴィレッジ
Maasmechelen Village

ブルッセルから車で約1時間の国立公園の外れにある
Maasmechelen Villageは、ベルギーで魅力的なお買い
物ができるスポットの一つです。ヴィレッジ内ではベル

ギーや世界的に有名なブランドが100店舗以上のブティッ
クを構え、希望小売価格から最大60%オフでお買い物を
お楽しみいただけます。でも、ただショッピングするだけ

の場所ではありません。ヴィレッジ内のレストランで、グ

ルメバーガーや、伝統的なイタリアンピザ、そしてもちろ

んベルギーのチョコレートなどもお楽しみください。

Maasmechelen Village
Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, Belgium
+32 (0)89 77 88 31 
https://www.maasmechelenvillage.com

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/

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
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。

https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=53735&Chain=8565&template=GCFlexShared_saintjames-paris&shell=GCFlex_saintjames-paris&rate=VISASJ
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=53735&Chain=8565&template=GCFlexShared_saintjames-paris&shell=GCFlex_saintjames-paris&rate=VISASJ
https://gc.synxis.com/rez.aspx?Hotel=53735&Chain=8565&template=GCFlexShared_saintjames-paris&shell=GCFlex_saintjames-paris&rate=VISASJ
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/visa-apac-euro-guide-jpn
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
http://www.TheBicesterVillageShoppingCollection.com/shopping-express
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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。

本Visa優待特典・パリについて
●Visa優待特典・パリ「パリ優待ガイド」2019-2020の優待期間は、

2020年10月31日(木)までです。
●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
です。

●優待特典をご利用いただく際には、本「パリ優待ガイド」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提示くだ
さい。

●本「パリ優待ガイド」2019-2020 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。
●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
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。
●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「パリ優待ガイド」2019-2020 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
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

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

のではありません。

●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・

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

ご了承ください。
●本「パリ優待ガイド」2019-2020 PDFに掲載されている料金に
は、原則として税・サービス料等が含まれておりません。

店舗にて優待特典を受けられない場合は、

ここを提示してください。

協賛店様：本「パリ優待ガイド」2019-2020 PDFを提出の上、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。

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

Merci de faire profiter de cette offre aux clients se présentant 
muni du coupon adéquat et qui règlent avec une carte Visa en 
cours de validité. 

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

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。
●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。

●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

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
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。)

●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。

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「パリ優待ガイド」2019-2020 PDF
をご提示ください。

アクティビティーの優待特典について
●本「パリ優待ガイド」2019-2020 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。

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
とさせていただきます。

●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

とができます。
●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。

ホテルの優待特典について
●本「パリ優待ガイド」2019-2020の優待特典は、旅行者のための
ものです。フランスに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
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

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

予約は英語で行なってください。
●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

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

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。

ご利用上の注意


