
20191011

スタイルの審美眼とショッピングの情熱。リナシャンテに

は最先端のファッション、アクセサリー、コスメ、デザイ

ン、グルメなど、イタリアの主要都市の中心にあるショッ

プがずらりと並んでいます。100年以上の輝かしい伝統
とアヴァンギャルドを組み合わせた、国内外のハイエン

ド・アイテムをお楽しみください。

ご利用の際は、本クーポンのバーコードをご提示の上、必ずVisa
カードでお支払いください。

すべてのお買い物10% OFF
Visaカードでお買い上げの方、すべてのお買い物10% OFF。
Risparmia il 10% su tutti gli acquisti, pagando con Visa.

ミラノ市内への無料配送（€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、ミラノ市内のホテルへ
の無料配送をサービス。
Consegna gratuita in hotel con sede a Milano per acquisti superiori a € 500 
in caso di pagamento con Visa.

10%のディスカウントは、ドゥオーモのフードマーケット、チョコ
レートショップを含む、キャンペーン参加ブランドの商品が対象
です（カフェテリアとレストランは対象外です）。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。ディスカウントは、イタリア内の９つの全店舗で有効です。他
の特典やプロモーションとの併用は不可。有効期間：2019年11月1
日～2020年10月31日。無料配送サービスは、€500以上のお買い上
げでミラノ・シティー・センターでのみ有効です。

ショッピング/Shopping

DUOMO駅から徒歩1分
Milan Piazza Duomo
+39 02 88 521

イタリア内の9つの全店舗で有効です。
店舗や営業時間のリストは、下記のサイトをご覧ください。

https://www.rinascente.it

Visa優待特典・ミラノ

「ミラノ優待ガイド」2019-2020

リナシャンテ
Rinascente



「ミラノ優待ガイド」2019-2020

20191011

コルソ・ジェノヴァという好立地に位置するビッフィ・ブ

ティックスは、建築家ガエ・アウレンティによってデザイン

されました。モダン・ファッションの神髄があるランドマー

ク店には、愛好家や業界関係者が数多く訪れます。

15%のディスカウントとウェルカム・コーヒーのサービスを受けるに
は、ご到着時に本クーポンをご提示ください。パーソナル・スタイリ
ストのサービスをご希望の場合は事前にbi�@bi�.comにメールし
て「Visa Milan Guide」とお伝えください。

ショッピング/Shopping

ショッピング/Shopping

SANT' AMBROGIO駅から徒歩5分
Corso Genova 6, Milan 20123
+39 02 8311 6050           http://www.bi�.com
月曜日 15:00～19:30、火曜日～土曜日 10:00～19:30
日曜日定休

SAN BABILA駅から徒歩5分
Via Sant' Andrea 8/A, Milan 20121
+39 02 7600 4609           http://www.bi�.com
月曜日 10:30～19:30、火曜日～土曜日 10:00～19:30
日曜日定休

ヴィラ・サンタンドレアというイタリアを代表するファッ

ションストリートに位置するバンネル。1993年にガエ・ア
ウレンティがデザインした2階建ての店舗では、世界で愛
されているモダン・ファッションを提供しています。

15%のディスカウントとウェルカム・コーヒーのサービスを受けるに
は、ご到着時に本クーポンをご提示ください。パーソナル・スタイ
リストのサービスをご希望の場合は事前にbanner.milano@bi�.
comにメールして 「Visa Milan Guide」とお伝えください。

すべてのお買い物15% OFF、
ウェルカム・コーヒー、さらにパー
ソナル・スタイリストのサービス
Visaカードでお買い上げの方、すべてのお買い物15%OFF、ウェ
ルカム・コーヒー、さらにパーソナル・スタイリスト（要予約）を
サービス。
Risparmia il 15% su tutti gli acquisti, caffè di benvenuto e stylist personale 
gratuito (su appuntamento) pagando con Visa.

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。セール品は対象外です。また、割引対象外とな
るブランドもあります。パーソナル・スタイリストのサービスは、予
約した方に限らせていただきます。

すべてのお買い物15% OFF、
ウェルカム・コーヒー、さらにパー
ソナルスタイリストのサービス
Visaカードでお買い上げの方、すべてのお買い物15%OFF、ウェ
ルカム・コーヒー、さらにパーソナル・スタイリスト（要予約）を
サービス。
Risparmia il 15% su tutti gli acquisti, caffè di benvenuto e stylist personale 
gratuito (su appuntamento) pagando con Visa.

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。セール品は対象外です。また、割引対象外とな
るブランドもあります。パーソナル・スタイリストのサービスは、予
約した方に限らせていただきます。

ビッフィ・ブティックス
Biffi Boutiques

バンネル
Banner

ショッピング/Shopping

地元の作曲家であるヴェルディの演劇舞台に発想を得た

豪華な建物が立ち並ぶFidenza Villageは、ミラノおよび
ボローニャから約60分。華やかなショッピング体験を演
出いたします。憧れのイタリアンファッションやライフス

タイルのブランドと国際的なブランドのブティックが120
店舗以上揃い、希望小売価格より最大70%ものディスカ
ウントを提供しています。当ヴィレッジ特有のショッピン

グをお楽しみください。

フィデンツア・ヴィレッジ
Fidenza Village

Fidenza Village
Via San Michele Campagna, Località Chiusa Ferranda, 
43036, Fidenza, Italy
+39 05 24 33 55 11            https://www.�denzavillage.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/bene�t-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。

biffi@biffi.com
banner.milano@biffi.com
banner.milano@biffi.com
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/the-villages/
http://thebicestervillageshoppingcollection.com/benefit-tcs
http://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


「ミラノ優待ガイド」2019-2020

20191011

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・ミラノについて
●Visa優待特典・ミラノ「ミラノ優待ガイド」2020の優待期間は、

2020年10月31日(土)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「ミラノ優待ガイド」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「ミラノ優待ガイド」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「ミラノ優待ガイド」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。

●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
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「ミラノ優待ガイド」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。

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「ミラノ優待ガイド」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 o�er to customers who 
present the appropriate coupon and pay with a valid Visa card.

Spettabile azienda, vi preghiamo di onorare l’o�erta 
promozionale a favore dei clienti dietro presentazione del 
relativo coupon e pagamento con carta Visa. 

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「ミラノ優待ガイド」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「ミラノ優待ガイド」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「ミラノ優待ガイド」2020 の優待特典は、旅行者のためのもの
です。イタリアに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

アクティビティ/Activity

ザーニ・ヴィアッジは、熟練したスタッフと幅広いサービ

スで知られるミラノの旅行会社。レオナルド・ダ・ヴィン

チの「最後の晩餐」から、ドゥオーモの大聖堂まで、ミラ

ノの魅力を発見したい人は、ぜひ当店にご相談を。

http://www.livemilano.comから予約する際に、クーポンコード 
ASIAVISAを入力してください。

CAIROLI駅から徒歩1分
Via Cusani 18, Milan 20121
+39 035 678 681
http://www.livemilano.com
毎日 9:00～18:00

対象のツアー10% OFF
Visaカードでお支払いの方、すべてのミラノのシティー・ツアー、ショ
ッピング・ツアー、ミラノからの1日ツアー、10%OFF。
Risparmia il 10% su tutti i tour della città di Milano, i tour di shopping e le 
gite di un giorno da Milano, pagando con Visa.

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。ツアーの一覧はこちら：
ミラノのツアー：http://www.livemilano.com/cms/
excursions/81-milan.html
ショッピング・ツアー：http://www.livemilano.com/cms/
excursions/82-shopping-tours-from-milan.html
1日ツアー：https://www.zaniviaggi.com/cms/excursions-
milan/56-day-trips-from-milan.html

ザーニ・ヴィアッジ
Zani Viaggi

http://www.livemilano.com
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