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■リゾートウエディング

北海道 銀座クチュール ナオコ札幌店
〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西3-1-12

敷島ビル2F
TEL 011-210-0705

■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

東　北 銀座クチュール ナオコ仙台店
〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-5

オークツリー花京院1F/2F
TEL 022-722-5745

■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

関　東 銀座クチュール ナオコ銀座本店
〒104-0061 東京都中央区銀座1-8-20 TEL 03-3535-3784
■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

中　部 銀座クチュール ナオコ軽井沢店
〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1059-19 TEL 0267-41-5517
■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

銀座クチュール ナオコ名古屋店
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-7-9新鏡栄ビル5F TEL 052-249-9705
■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

関　西 銀座クチュール ナオコ京都店
〒600-8009 京都府京都市下京区四条通室町東入

函谷鉾町79 ヤサカ四条烏丸ビル3F
TEL 075-254-0705

■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

銀座クチュール ナオコ心斎橋店
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-19-15

御堂筋武田ビル6F・8F
TEL 06-6243-5050

■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

銀座クチュール ナオコ神戸店
〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町31-1

TESTA神戸旧居留地4F
TEL 078-322-0705

■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

九　州 銀座クチュール ナオコ福岡店
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-8-38 協和ビル5F TEL 092-720-6705
■ リゾートウエディングレンタル衣裳価格の10%割引

■結婚式場

東　北 オーダーブライダル  パレスへいあん
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-2-2 TEL 022-265-5111
■ レンタル衣裳代金10%割引（他プラン併用不可）

ソラノワ
〒980-6030 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30/29F・30F TEL 022-265-4122
■ レンタル衣裳代金10%割引

アトリエ　ザ　ウエディングギャラリー
〒980-6028 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 SS30/28F TEL 022-265-4125
■ レンタル衣裳代金10%割引

関　東 東京大神宮マツヤサロン
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-4-1 TEL 03-3234-6611
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

ホテル椿山荘東京
〒112-8680 東京都文京区関口2-10-8 TEL 03-3943-1111
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

アルカンシエル南青山
〒107-0062 東京都港区南青山6丁目1番16号 TEL 03-5774-0039
■ レンタル衣裳代金10%割引

アルカンシエル横浜
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-8 TEL 045-475-5670
■ レンタル衣裳代金10%割引

中　部 デュオ・セレッソ
〒943-0834 新潟県上越市西城町3-5-20 TEL 025-526-3111
■ レンタル衣裳代金10%割引

アルカンシエル金沢
〒920-0981 石川県金沢市片町2-2-3 TEL 076-210-7227
■ レンタル衣裳代金10%割引

ラ・ルーナ　ピエーナ別邸
〒500-8006 岐阜県岐阜市堤外359-1 TEL 058-210-0227
■ レンタル衣裳代金10%割引（クチュールナオコで衣裳決定の場合のみ）

　
クオーリ クオーリ
〒502-0914 岐阜県岐阜市菅生2-5-6 TEL 058-210-0227
■ レンタル衣裳代金10%割引（クチュールナオコで衣裳決定の場合のみ）

アルカンシエル luxe mariage 名古屋
〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町4-1 TEL 052-561-2214
■ レンタル衣裳代金10%割引

インフィニート名古屋
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-11-6 TEL 052-446-8805
■ レンタル衣裳代金10%割引（クチュールナオコで衣裳決定の場合のみ）

イルベイジュ
〒451-0046 愛知県名古屋西区牛島町6-24

アクロスキューブ名古屋7F
TEL 052-462-1566

■ レンタル衣裳代金10%割引（クチュールナオコで衣裳決定の場合のみ）
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中　部 トリフォーリア NAGOYA
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-11-21 TEL 052-957-3811
■ レンタル衣裳代金10%割引（クチュールナオコで衣裳決定の場合のみ）

ザ・パームガーデンオリエントヴィラ
〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町牛転10番地6 TEL 0564-53-5351
■ レンタル衣裳代金10%割引（エルフラットコスチュームで衣裳決定の場合のみ）

　 AILES FORTUNA
〒441-0851 愛知県豊橋市柱四番町14-1 TEL 0532-47-1122
■ レンタル衣裳代金10%割引

関　西 オランジェ五十鈴の森
〒516-0028 三重県伊勢市中村町325-300 TEL 0596-23-7733
■ レンタル衣裳代金10%割引

アイネスヴィラノッツェ宝ヶ池
〒606-0006 京都府京都市左京区岩倉西五田町38 TEL 075-781-2241
■ 挙式･披露宴50名以上実施　婚礼費用総額から10万円割引
■ 挙式･披露宴50名未満実施　婚礼費用総額から5万円割引

アイネスヴィラノッツェ大阪
〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町6-23 TEL 06-6131-2480
■ 挙式･披露宴50名以上実施　婚礼費用総額から10万円割引
■ 挙式･披露宴50名未満実施　婚礼費用総額から5万円割引

アイネスヴィラノッツェ オーシャンポートサイド
〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北6-8 TEL 072-463-1130
■ 挙式･披露宴50名以上実施　婚礼費用総額から10万円割引
■ 挙式･披露宴50名未満実施　婚礼費用総額から5万円割引

ル・センティフォーリア大阪
〒530-0052 大阪府大阪市北区南扇町6-19 TEL 06-6366-8080
■ 挙式･披露宴50名以上実施　婚礼費用総額から10万円割引
■ 挙式･披露宴50名未満実施　婚礼費用総額から5万円割引

アルカンシエル luxe mariage 大阪
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目5番3号 TEL 06-6394-8720
■ レンタル衣裳代金10%割引

鶴見の森迎賓館
〒538-0036 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163 TEL 06-6914-5515
■ 挙式料プレゼント

　
KITANO CLUB
〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-7 TEL 078-222-5133
■ 挙式料プレゼント

　
北野クラブ　SOLA
〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4 TEL 078-222-5515
■ 挙式料プレゼント

　
HOTEL KITANO CLUB
〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1-5-10 TEL 078-222-5133
■ 挙式料プレゼント

THE SORAKUEN KOBE
〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通5-3-1 TEL 078-341-1192
■ 挙式料プレゼント  　　　　（婚礼直通）

関　西 ベルナール
〒640-8324 和歌山県和歌山市吹屋町5-44 TEL 073-424-4567
■ レンタル婚礼衣裳代金5%割引（※他プランとの併用は不可）

　
四　国 ノビアノビオ

〒770-8052 徳島県徳島市沖浜2-43 TEL 088-625-0012
■ ウェディングケーキプレゼント（結婚式を挙げる方のみ）

　
樫野倶楽部
〒771-0220 徳島県板野郡松茂町広島字北川向四ノ越29-1 TEL 088-699-1007
■ ウェディングケーキプレゼント（結婚式を挙げる方のみ）

　
ザ・パシフィックハーバー
〒770-0856 徳島県徳島市中州町3-5-1 TEL 088-626-3939
■ ウェディングケーキプレゼント（結婚式を挙げる方のみ）

　
九　州 ブランヴェールアベニュー KUMAMOTO

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2697 TEL 096-233-2351
■ レンタル衣裳代金10%割引

　
八代ホワイトパレス
〒866-0883 熊本県八代市松江町290-1 TEL 0965-35-0005
■ レンタル衣裳代金10%割引
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●貸衣裳店
　

北海道 おびひろ花嫁センター
〒080-0010 北海道帯広市大通南8丁目2番地 TEL 0155-24-2233
■ レンタル衣裳代金10%割引

ブライダルプラザ衣舞
〒080-2472 北海道帯広市西22条南3丁目 TEL 0155-34-2002
■ レンタル衣裳代金10%割引（※提携ホテル・式場のパックとの併用は不可）

有限会社まるみ衣裳店
〒090-0044 北海道北見市北4条西5丁目9 TEL 0157-24-9437
■ レンタル衣裳代金10%割引

株式会社駒屋
〒078-8231 北海道旭川市豊岡1条3丁目4-17 TEL 0166-33-8841
■ レンタル衣裳代金10%割引

東　北 KOTOBUKI
〒983-0863 宮城県仙台市宮城野区車町18番地 TEL 022-256-0221
■ レンタル衣裳代金10%割引（※他プランとの併用不可）

有限会社東京丸栄
〒997-0031 山形県鶴岡市錦町2-68 鶴岡SSビル1F TEL 0235-24-7899
■ レンタル衣裳代金10%割引　■ 販売小物10%割引

関　東 アンジェリーク大宮
〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-62 TEL 048-645-6007
■ レンタル衣裳代金10%割引（一部商品・プラン除く）

中　部 ときめきブライダルサロン富山
〒939-8045 富山県富山市本郷町5-106-2 TEL 076-423-6688
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引

ときめきブライダルサロン高岡
〒933-0837 富山県高岡市上北島241 TEL 0766-27-1155
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引

ときめきブライダルサロン小松
〒923-0811 石川県小松市白江町ソ-3-1 TEL 0761-23-7055
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引

ときめきブライダルサロン金沢
〒920-8205 石川県金沢市大友2丁目55 TEL 076-238-5211
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引

ときめきウェディング
〒910-0016 福井県福井市大宮3丁目6-9 TEL 0776-23-5010
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引

アイブライズ
〒400-0306 山梨県南アルプス市小笠原1789 TEL 055-282-1188
■ 新郎・新婦各2点以上ご利用で総額10%割引・新婦様ビスチェプレゼント
　（イストアールで挙式をされるお客様を除く）

中　部 丸福衣裳
〒403-0012 山梨県富士吉田市上吉田6283

ホテル鐘山苑内
TEL 0555-22-1640

■ レンタル衣裳代金10%割引（一部商品・プラン・パック除く）

ピュール
〒422-8065 静岡県静岡市駿河区宮本町7-13 TEL 054-202-3331
■ レンタル衣裳代金10%割引（※一部商品・プランを除く）

レンタルコスチュームギャラリー　マルキチ　田原店
〒441-3416 愛知県田原市東赤石4-10 TEL 0531-23-1155
■ レンタル衣裳代金10%割引（※一部商品・プランを除く）

レンタルコスチュームギャラリー　マルキチ　豊橋本店
〒440-0858 愛知県豊橋市つつじが丘35-4 TEL 0532-64-0555
■ レンタル衣裳代金10%割引（※一部商品・プランを除く）

レンタルコスチュームギャラリー　マルキチ　蒲郡店
〒443-0006 愛知県蒲郡市蒲郡町掘込17-1 TEL 0533-67-3311
■ レンタル衣裳代金10%割引（※一部商品・プランを除く）

関　西 ビアンカスポーザ三重
〒510-0823 三重県四日市市城北町10-7 TEL 059-329-6228
■ レンタル衣裳代金10%割引

直三衣裳店
〒515-0075 三重県松阪市新町四丁目931 TEL 0598-26-2200
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引　レンタル列席衣裳代金5%割引

有限会社スマイル
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方4044 TEL 0599-43-0059
■ レンタル衣裳代金10%割引

みとみ
〒600-8185 京都府京都市下京区上珠数屋町通り

東洞院東入る
TEL 075-343-3130

■ レンタル衣裳代金10%割引

ブライダルハウス･オエ
〒602-8217 京都府京都市上京区堀川今出川下ル西 TEL 075-431-0381
■ レンタル衣裳代金10%割引（一部商品・他のパックプランとの併用は不可）

Bridal Costume TAGAYA
〒604-8484 京都府京都市中京区西大路太子道東角 TEL 075-822-4500
■ レンタル衣裳代金10%割引（プランとの併用は不可）

有限会社 千代屋  宮津店
〒626-0013 京都府宮津市住吉1816 TEL 0772-22-1165
■ レンタル衣裳代金10%割引（一部商品・他のパックプランとの併用は不可）

有限会社 千代屋  舞鶴店
〒625-0035 京都府舞鶴市溝尻1119 TEL 0773-62-2412
■ レンタル衣裳代金10%割引（一部商品・他のパックプランとの併用は不可） 

扇屋式服店
〒542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋2丁目5-3 TEL 06-6631-4905
■ 婚礼衣裳代金10%割引（提携ホテル・式場等の衣裳パックは除く）
■ その他貸衣裳20%割引（指定式場も可）
■ 販売小物・結納用品10%割引※すべて他の特典との重複不可
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関　西 株式会社サカキバラ
〒590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通1丁目9-1

南海本線港駅西
TEL 0722-41-4529

■ レンタル衣裳代金10%割引

株式会社　花内屋　奈良店
〒630-8115 奈良県奈良市大宮町5-1-8 TEL 0742-34-8500
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引
　（※他のパックプランとの併用は不可）※詳しくは店舗に問合せ下さい

千鶴園
〒668-0033 兵庫県豊岡市中央町10 TEL 0796-23-0505
■ レンタル衣裳代金10%割引　（一部商品・他のパックプランとの併用は不可）

株式会社　花内屋　高田店
〒635-0081 奈良県大和高田市高砂町5-31 TEL 0745-53-1601
■ レンタル婚礼衣裳代金10%割引
　（※他のパックプランとの併用は不可）※詳しくは店舗にお問合せ下さい

中　国 マリエやしろ
〒690-0001 島根県松江市東朝日町150-26 TEL 0852-24-4528
■ レンタル衣裳代金10%割引

有限会社こばやし
〒696-0103 島根県邑智郡邑南町矢上105番地 TEL 0855-95-0022
■ レンタル衣裳代金10%割引

ブライダルハウス三松屋
〒732-0824 広島県広島市南区的場町一丁目3番11号 TEL 082-261-9550
■ レンタル衣裳代金10%割引

CORSO ゆかり屋
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町4-7 TEL 082-262-0262
■ レンタル衣裳代金10%割引

株式会社京都嵯峨野
〒732-0811 広島県広島市南区段原2丁目14-4 TEL 082-264-2626
■ レンタル衣裳代金10%割引

ラ ポール中本
〒720-0066 広島県福山市三之丸町8-16

福山キャッスルホテル内B1
TEL 084-925-1677

■ レンタルファッション10%割引

ドゥ ラ ローズ  ナカモト
〒721-0958 広島県福山市西新涯町1-6-2 TEL 084-957-2211
■ レンタル衣裳代金10%割引

ひがき貸衣裳店
〒742-0031 山口県柳井市南町3丁目3-6 TEL 082-022-0726
■ レンタル衣裳代金10%割引

ジュラーレツルヤ宇部店
〒755-0085 山口県宇部市沼1-1-20 TEL 0836-22-3524
■ レンタル衣裳代金10%割引

四　国 ブライダルコア  ときわ
〒770-0805 徳島県徳島市下助任町3-20 TEL 088-622-0011
■ レンタル衣裳代金10%割引

四　国 ブライダルコスチューム 寿や
〒760-0053 香川県高松市田町3-4 TEL 087-834-8111
■ レンタル衣裳代金10%割引

ブライダルコスチューム  かぎや
〒768-0067 香川県観音寺市坂本町2-10-70 TEL 0875-25-3577
■ レンタル衣裳代金10%割引

株式会社京屋
〒790-0002 愛媛県松山市二番町2-7-13 TEL 089-947-0117
■ レンタル衣裳代金10%割引（一部商品・プランを除く）

九　州 ブライダルハウスはなだ
〒806-0030 福岡県北九州市八幡西区山寺町8-7 TEL 093-631-3212
■ レンタル衣裳代金10%割引

ウェディング  マイン
〒862-0972 熊本県熊本市中央区新大江1-13-3 TEL 096-372-8077
■ レンタル衣裳代金10%割引

ドレスサロンアンジェリーナ
〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町7-1

シィティ16ビル1F
TEL 096-288-1231

■ レンタル衣裳代金10%割引
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●ホテル・レストラン

北海道 ホテルモントレ札幌
〒060-0034 北海道札幌市中央区北4条東1丁目3番地 TEL 011-232-7111
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルモントレエーデルホフ札幌
〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西1丁目1番地 TEL 011-242-7111
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
関　東 浦安ブライトンホテル 東京ベイ

〒279-0011 千葉県浦安市美浜1-9 TEL 047-355-7777
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテル日航成田
〒286-0106 千葉県成田市取香500 TEL 0476-32-1144
■ レンタル衣裳代金10%割引

　
学士会館
〒101-8459 東京都千代田区神田錦町3-28 TEL 03-3292-5946
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルモントレ銀座
〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目10番2号 TEL 03-3544-7111
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルモントレ　ラ･スールギンザ
〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目10番18号 TEL 03-3562-7111
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
グランド ハイアット東京
〒106-0032 東京都港区六本木6-10-3 TEL 03-4333-8880
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
関　西 琵琶湖ホテル

〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40 TEL 077-524-1531
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルボストンプラザ草津
〒525-0037 滋賀県草津市草津駅西口ボストンスクエア内 TEL 077-561-3312
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
京都ブライトンホテル
〒602-8071 京都府京都市上京区新町中立売下ル　

仕丁町330
TEL 075-441-4411

■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルモントレ大阪
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番45号 TEL 06-6458-5500
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルモントレ  グラスミア大阪
〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号 TEL 06-6644-5555
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5-6 TEL 078-393-3320
■ ホテル内衣裳室レンタル衣裳代金10%割引（プランを除く）

関　西 神戸ポートピアホテル
〒650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-10-1 TEL 078-302-3378
■ 「ビアンカスポーザ」レンタル衣裳代金10%割引（プランを除く）

　
ホテルプラザ神戸
〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-9-1

六甲アイランド内
TEL 078-846-5422

■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　
ホテルモントレ姫路
〒670-0927 兵庫県姫路市駅前町60 TEL 079-223-7211
■ 婚礼料理・飲料代金5%割引

　



お取扱規則

株式会社クラウディアホールディングス
〒615-0031 京都府京都市右京区西院高田町34

TEL 075-315-2345　FAX 075-325-2626
https://www.kuraudia.holdings/

「株主ご優待券」のご優待内容は、ご利用店により異なります。ご優待内容・ご利用店など詳細につきましては、 
「株主優待加盟店一覧」（当社HPにも掲載）をご参照の上、直接ご利用店にお問い合せ下さい。

● 株主優待をご利用の際は、必ずご予約時に「株主ご優待券」をご提示下さい。
● 有効期間（2022年12月1日〜2023年11月30日）内にご予約・お申し込みされたもののみ有効です。
● 「株主ご優待券」のご利用をもってキャンセル料に充当することはできません。また、キャンセル時のご優待券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 　の返却や、紛失時等の再発行はできませんのでご了承下さい。
● 「株主ご優待券」は他の割引制度との併用はできません。（詳しくはご利用店にお問い合せ下さい。）




