Visa優待特典・アムステルダム

「アムステルダム優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

アンリ・ウィリッヒ
Henri Willig

すべてのお買い物10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、すべての商品10％OFF。
Save 10% on all purchases 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。特典は、Henri Willig Cheese Farmsの全店舗
とアムステルダムの Henri WilligとCheese & More の全店舗で
有効です。

ご利用の際は、バーコード付きの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。

ピュアで高品質なチーズを提供するアンリ・ウィリッヒ・
グループ。クライアント、スタッフ、サプライヤーなど、
人、動物、自然を大事にしたプロフェッショナルでサス
テイナブルな関係を結んでいます。動物を健康的にいた
わる草原から、チーズを食べて買うことができる店舗の
ネットワークまでHenri Willig は、その品質を大切にし
ています。
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全店舗のリストとお問い合わせ先は下記のサイトをご覧ください。

https://henriwillig.com/en/cheesestore/amsterdam/
Cheese Farmsのリストは下記のサイトをご覧ください。
https://henriwillig.com/en/cheesefarm/

「アムステルダム優待ガイド」2019-2020
ショッピング / Shopping

ダム・スクエア・スーベニア／100%オランダ
Dam Square Souvenirs / 100% Holland
10% OFF、さらにマグネットをプレゼント
Visaカードでお買い上げの方、10％OFF。さらに冷蔵庫用マグネットを
プレゼント。

Save 10% and receive a complimentary fridge magnet when you pay with
a valid Visa card.

ミッフィーのキーチェーンまたは
デルフトブルーの陶器をプレゼント
（€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に、ミッフィーのキーチェーンま
たはデルフトブルーの陶器をプレゼント。

Receive a complimentary Miffy keychain or Delft Blue ceramic gift on
purchases over €100 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。特典はセールス品にも有効です。Visaの2つの特典を組み合
わせることもできます。切手には適用されません。

1996 年創業のDam Square Souvenirsは、世界最大の
オランダのおみやげショップ。飾り窓エリアの途中に位置
しており、巨大な黄色い木靴が目印。天井から吊るされ
た実物大の牛など、Dam Squareで最もフォトジェニッ
クなスポットとしても知られています。2007年に拡大さ
れたエリアは100% Hollandと名づけられ、すべてオラ
ンダと関連したおみやげを提供しています。
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。

Dam 17, 1012 JS Amsterdam, The Netherlands
+31 (0)2 06 20 34 32
http://dutchsouvenirs.com/
月曜日〜日曜日 9:00〜22:00

ショッピング / Shopping

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。

ご利用の際は、本デジタル・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。

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）
Save 15% on purchases over €1000 when you pay with a valid Visa card.

https://www.tedbaker.com/
Leidsestraat 64, 1017 PD Amsterdam, The Netherlands
+31 202 35 67 16

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

詳しい営業時間については、下記のサイトをご覧ください。

Visaカードで €1,000以上をお買い上げの方、15%OFF。

にあります。

https://www.tedbaker.com/nl/stores/store/70184

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。

アクティビティ/Activity

アムステルダム・パス
The Amsterdam Pass

2日、3日、5日のアムステルダム・
パス10% OFF
Visaカードでお支払いの方、2日、3日、5日のパス10% OFF。
Save 10% on 2, 3 or 5 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。

アムステルダム・パスは、アムステルダムにある30 の観
光名所をすべて収めた観光チケットで、長蛇の列に並ん
だり、小銭を持ち歩いたりする手間を省き、観光をもっ
と快適なものにするために生まれました。1、2、3 、5日
の期間から滞在日数によって最適なパスを選べます。

https://www.amsterdampass.com/?aid=447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。
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+31 20 217 05 99
https://www.amsterdampass.com/

「アムステルダム優待ガイド」2019-2020
アクティビティ/Activity

アダム・ルックアウト
A'DAM Lookout

マグネットをプレゼント（ルックアウト・
レギュラー・チケットをお買い上げの場合）
Visaカードでルックアウト・レギュラー・チケットをご購入の方にマグネッ
トをプレゼント。
Receive a complimentary magnet when you purchase a Lookout Regular
Ticket and pay with a valid Visa card.

デジタル・データをプレゼント（レギュラー・
チケット、オーバー・ジ・エッジのスイング・チケット、
プリント写真をお買い上げの場合）

Visaカードでレギュラー・チケット、オーバー・ジ・エッジのスイング・チケッ
ト、プリント写真をお買い上げの方に写真とビデオのデータをプレゼント。
Receive a complimentary digital picture & video when you purchase a
regular ticket, “Over the Edge” swing ticket and printed souvenir picture and
pay with a valid Visa card.

Overhoeksplein 5, 1031 KS Amsterdam, The Netherlands
月曜日〜日曜日 10:00〜22:00

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。レギュラー・チケットはデスクにて€14.50で販売しておりま
す。スイング・チケットはお一人様あたり€5.00の追加になります。スイン
グ時のプリント写真は€15.00から販売しております。マグネットは€2.99
相当のものです。デジタル・データは€29.50相当のものです。

オランダを一望できる場所と言えば、A'DAM Lookout。
ここには、360度のパノラマ・ビューが楽しめるデッキと、
インタラクティブなアムステルダム展覧会があります。怖
いもの知らずの方には、地上約100メートルにあるタワー
の端で揺れるブランコオーバー・ジ・エッジもお勧めです。
マグネットを受け取るためには、チケットブースで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。
写真とビデオのデータを受け取るためには、プリント写真を購入時に本
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。

+31 (0)20 242 01 00

https://www.adamlookout.com/

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。

● 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 9月現在

● お支払いの前に、レジにて本「アムステルダム優待ガイド」2020

PDFをご提示ください。

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

本 Visa 優待特典・アムステルダムについて
● Visa 優待特典・アムステルダム「アムステルダム優待ガイド」

2020の優待期間は、2020年10月31日(木)までです。

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

アクティビティーの優待特典について

ご了承ください。

● 本「アムステルダム優待ガイド」2020

● 本「アムステルダム優待ガイド」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。

● 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

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

です。

ので、予めご了承ください。

● 優待特典をご利用いただく際には、本「アムステルダム優待ガイ

店舗にて優待特典を受けられない場合は、

ド」2020 PDFを印刷しご持参いただくか、または携帯電話等の

ここを提示してください。

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

本「アムステルダム優待ガイド」2020 PDFを提出の上、有効な Visa

ください。
● 本「アムステルダム優待ガイド」2020

ショップの割引サービス優待特典について

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。

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。

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。

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

● 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

ショップのギフトプレゼント優待特典について

● 本「アムステルダム優待ガイド」2020

すので、予めご了承ください。

● 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

ホテルの優待特典について

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「アムステルダム優待ガイド」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。
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の優待特典は、旅行者のた

● 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

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

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。

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

● 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

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

せていただきます。

場合もございますので、予めご了承ください。

● 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

● 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

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

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

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。

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。

