
ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で50ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 50€ d’achats(1)

ギャラリー･ラファイエットのショッピング

バッグ
Sac shopping Galeries Lafayette
code: 689 120

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                40, boulevard Haussmann 75009 Paris

購入時に12％(2) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(2) de détaxe sur vos achats

(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)EU圏非居住者の方が、
同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% (hors frais commission) pour des achats 
supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.



ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で200ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 200€ d’achats(1)

Galeries Lafayette 革製小銭入れ

Porte monnaie Galeries Lafayette

code: 689 121

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                       40, boulevard Haussmann 75009 Paris

購入時に12％(2) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(2) de détaxe sur vos achats

(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)EU圏非居住者の方が、
同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% (hors frais commission) pour des achats 
supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.



(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)オンデマンド。店内の状
態をご覧ください。(3)EU圏非居住者の方が、同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Sur demande. Voir conditions en magasin. (3) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% 
(hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.

CONCIERGE ル・コンシエルジュ

ラウンジでは、すみやかなTVA（付加価値税）

12％(3)の還付のお手続きとお飲み物1杯をご

提供しています.(2)

Accédez au Lounge “Le Concierge”et d’un rafraîchissement(2) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(3) 

ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で600ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 600€ d’achats(1)

Diptyque キャンドル

Bougie Diptyque
code: 689 122

購入時に12％(3) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(3) de détaxe sur vos achats

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                       40, boulevard Haussmann 75009 Paris



(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)オンデマンド。店内の状
態をご覧ください。(3)EU圏非居住者の方が、同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Sur demande. Voir conditions en magasin. (3) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% 
(hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.

CONCIERGE ル・コンシエルジュ

ラウンジでは、すみやかなTVA（付加価値税）

12％(3)の還付のお手続きとお飲み物1杯をご

提供しています.(2)

Accédez au Lounge “Le Concierge”et d’un rafraîchissement(2) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(3) 

ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で600ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 600€ d’achats(1)

L’Occitane イモーテルシリーズビューティセット
L’Occitane Coffret beauté Immortelle

code: 689 123

購入時に12％(3) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(3) de détaxe sur vos achats

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                       40, boulevard Haussmann 75009 Paris



(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)オンデマンド。店内の状
態をご覧ください。(3)EU圏非居住者の方が、同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Sur demande. Voir conditions en magasin. (3) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% 
(hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.

CONCIERGE ル・コンシエルジュ

ラウンジでは、すみやかなTVA（付加価値税）

12％(3)の還付のお手続きとお飲み物1杯をご

提供しています.(2)

Accédez au Lounge “Le Concierge”et d’un rafraîchissement(2) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(3) 

ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で1000ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 1000€ d’achats(1)

ロクシタンビューティーボックス
L’Occitane Coffret beauté 

code: 689 124

購入時に12％(3) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(3) de détaxe sur vos achats

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                       40, boulevard Haussmann 75009 Paris



(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)オンデマンド。店内の状
態をご覧ください。(3)EU圏非居住者の方が、同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Sur demande. Voir conditions en magasin. (3) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% 
(hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.

CONCIERGE ル・コンシエルジュ

ラウンジでは、すみやかなTVA（付加価値税）

12％(3)の還付のお手続きとお飲み物1杯をご

提供しています.(2)

Accédez au Lounge “Le Concierge”et d’un rafraîchissement(2) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(3) 

ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で1000ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 1000€ d’achats(1)

Montblanc カードホルダー

Porte-carte Montblanc

code: 689 126

購入時に12％(3) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(3) de détaxe sur vos achats

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                       40, boulevard Haussmann 75009 Paris



(1)この書面とギャラリー・ラファイエット・オスマン店のレシートをル・コンシエルジュでご提示ください。 お一人様あたりクーポン券1枚につき、1日あたり免税書類1枚につき、プレセント1点
を進呈。個人のお客様に限らせていただきます。在庫切れの場合は、ご容赦願います。 写真は実際とは異なる場合があります。 有効期間: 2023/06/30まで。(2)オンデマンド。店内の状
態をご覧ください。(3)EU圏非居住者の方が、同一店で連続した3日間に100€ 以上のお買い物をされた場合に12％の税金が還付（手数料を除く）されます。店内にて条件をご覧ください。 
(1) Présentez ce document et vos tickets de caisse Galeries Lafayette Paris Haussmann dans un espace Le Concierge. Un cadeau par personne, par coupon, par jour et par bordereau de détaxe. Offre réservée à la clientèle 
individuelle. Dans la limite des stocks disponibles. Photo non contractuelle. Valable jusqu’au 30/06/2023. (2) Sur demande. Voir conditions en magasin. (3) Résident hors de l’Union Européenne, remboursement de la taxe de 12% 
(hors frais commission) pour des achats supérieurs à 100€, effectués dans le même magasin sur 3 jours consécutifs. Voir conditions en Magasin.

CONCIERGE ル・コンシエルジュ

ラウンジでは、すみやかなTVA（付加価値税）

12％(3)の還付のお手続きとお飲み物1杯をご

提供しています.(2)

Accédez au Lounge “Le Concierge”et d’un rafraîchissement(2) 
et profitez du remboursement rapide de 12% de la TVA(3) 

ギャラリー・ラファイエット
・オスマン店*

ギャラリー・ラファイエット・オスマン店は、
3500のブランドを展開するパリのお買い物の
メッカですが、同時に暮らしの場でもありま
す。

* LE GRAND MAGASIN PARISIEN

お客様へのプレゼント(1)

お客様へのプレゼント*
パリ・オスマン店にて
ＪＣＢカードを同日で2500ユーロ以上
ご利用いただいたお客様に
差し上げます
Votre cadeau à partir de 2500€ d’achats(1)

Montblanc黒のローラーペン

Montblanc Black roller pen

code: 689 125

購入時に12％(3) の税金を無料でお楽しみください

Profitez de 12%(3) de détaxe sur vos achats

本館1階にあるル・
コンシェルジュ へお越しください

Rendez-vous à l’espace Le Concierge, 1er étage du Magasin Coupole
                       40, boulevard Haussmann 75009 Paris


