
松屋の大切なお客様へ

店舗では取り扱いのないモノ・コトなら

松屋外商へお任せください。
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一部サービスが変更になることがございますので、予めご了承ください。

松 屋 外 商
お 手 伝 い

GUIDE BOOK

皆様のお住まいをより快適に。

「彩りのある」素敵な心地よい暮らしを楽しむために。

大切なあの方へたくさんの想いを込めて。

ご注文・お申し込みの流れ

ご決済の流れ
ご決済は松屋カードがご利用いただけます。

ご決済日は、商品のお届けを
確認させていただいた後とさせていただきます。

INFORMATION

商品が無事お客様のお手元に届いた後、決済手続きをいたします。
恐れ入りますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

商品ごとのご優待内容や詳細に関しましては、
各外商担当者までお問い合わせください。

外商のお客様専用ページ

遷移後、以下のユーザー名・パスワードをご入力の上、
外商のお客様専用ページ内のコンテンツをお楽しみください。

二次元
バーコード

お問い合わせ・ご注文は

各外商担当者のダイヤルイン

FAX.03-3535-5663　MAIL . info-gaisyo@matsuya.com

発行 2021年3月

https://www.welci.jp/matsuya/user̲data/gaisho/top.php

ユーザー名：matsuyagaisho パスワード：matsuya1869

ご検討中の商品をご連絡ください。

ご購入の商品につきましては、
弊社またはメーカーよりご配送させていただきます。
（送料は別途頂戴します）

※一部外商窓口お渡しにてお持ち帰りいただけるものもございます。

※お届けまでの期間は商品によって異なります。

お見積り・納期をお知らせいたしますので、
ご検討ください。2

STEP

1
STEP

3
STEP

掲載した商品の画像は一例です。一部商品変更の可能性がございますので予めご了承ください。
※メール、FAXでお問い合わせの際に3日たっても確認のご連絡が
　ない場合は、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください。
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表1̶表4

03-3535-5663
info-gaisyo@matsuya.com



ギャラリー収納には、住まいの収納が
一軒分レイアウトされていて、家中の収納も体感できます。
実際に家具に触れながら、収納プランナーにご相談ください。

カタログやショールームをご覧いただきながら、
お客様のお住まいをトータルでご提案させていただきます。

歌舞伎座や豪華寝台列車四季島

にも採用される日本の伝統技術の

粋をつくした絨毯です。

工事をする事なく、置き家具のように容易に設置でき、お引越し、模様

替えなどライフシーンに合わせてお使いいただけます。

※ギャラリーにお越しいただく前に松屋外商担当者までご連絡ください。松屋特別価格にてお見
積りをさせていただきます。ギャラリー収納への直接のご連絡によるお見積りは、特別価格対象
外となりますので、予めご了承ください。

《ギャラリー収納 銀座》
東京都中央区銀座5-12-5 白鴎ビル１F
営業時間／平日・土：午前11時30分�午後7時
　　　　 日・祝：午前11時30分�午後6時

ギャラリー収納の
詳しい情報は
こちら

山形緞通の
詳しい情報は
こちら
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〈家具〉アルフレックス/ストレスレスʀ/カール・ハンセン＆サン/カリモク家
具/天童木工 〈家具インテリア〉サァラ麻布（大塚家具有明ショールーム内） 
〈照明〉ヤマギワ 〈カーテン〉フィスバ/フジエテキスタイル 
〈ブラインド〉タチカワブラインド 〈絨毯〉ペルシアジャパン

提供ショールーム
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楽器各種、防音室を特別価格でお見積りいたします。

新しいこと、スタートしてみません
か。山野楽器ならまったく初めての
方でも気楽にチャレンジできます。

靴・バッグ・革小物を長く美しく使うため、お修理・
お手入れ・クリーニングに関してご相談ください。

「音の悩み」ございませんか。あら
ゆる防音のご相談を専門スタッフ
が承ります。

箪笥に眠らせたままの大切なお着物・帯
はございませんか。お客様に代わって委
託販売をさせていただきます。

ご家庭にある眠っているものの買取相談をいたし
ます。お気軽にご相談ください。

《銀座 山野楽器》楽器売場3-6階

銀座店2階

銀座店4階
銀座店4階 銀座店5階
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防音室 音楽教室
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シューズ＆バッグリペアサロン

時計修理
カウンター

時計修理・ベルト交
換・ウォッチケース・ワ
インディングマシーン
の販売に関してご相
談ください。

夢仕立工房 アルターイン

ピアノ、ギター、ヴァイオリン、サックス、フルートなど、お客様の楽器選びを

専門のスタッフがお手伝いします。山野楽器銀座本店をショールームとして

ご利用いただき、ご希望のモデルをお選びいただけます。
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ジュエリーの修理・リフォ
ーム・オーダーメイドに
関してご相談ください。
�������������
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紳士服・婦人服のお
修理・リフォームに関
してご相談ください。

����������電話����������������������
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お問い合わせ

銀座店7階 呉服 ReきものStyle〈ながもち屋〉
電話03（3566）0100〈直通〉

※一部、修理をお受けできない場合がございます。予めご了承ください。
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美味しさや健康にこだわった食事宅配をお取り扱いしております。
お客様のご用途に合わせて１セット分からお届けいたします。

防災用品各種をお取り扱いしております。
いざの時の備えもご相談ください。

※写真は盛り付け例です。

※送料は別途頂戴
　いたします。
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バイオプログラミングの美容機器、およびヘア&スキ

ンケアアイテム各種、ReFa・SIX PAD・Styleに代表さ

れるMTG商品各種をお取り扱いしております。詳し

くはお問い合わせください。
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お探しの家電各種を特別価格でお見積りいたします。
家電選びもご相談ください。

��

����������������������
���������������������������

MTG商品の詳しい
情報はこちら

5 6
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動画、メッセージ、写真も添付

できるオリジナルのカタログギ

フトをご案内いたします。メー

ルやカードで手軽に贈る事

ができ、受けとった方はWEB

カタログからお好きな商品を

お選びいただけます。
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お祝い、内祝いの一例でございます。その他ライフサイクルにあわせた

お祝い事など幅広いギフトシーンに際してぜひご相談ください。
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“東京のお伊勢様”と親しまれる神社での婚儀

の後は、趣の異なる各会場でご披露宴をお楽

しみいただけます。ご宴会も承っております。
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国内旅行・海外旅行・クルーズ旅行など

幅広くご相談を承ります。
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各種お祝い・内祝いのカタログを特別価格にてご案内いたします。

“上質の時を贈る”きっとご満足いただける体験型のギフトカタログ各種

を取り揃えております。

“日本のおいしい食べ物”“日本の物づくり”にこだわったメイドインジャパ

ンのギフトカタログ各種を取り揃えております。
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ご葬儀後のしきたりのご相談・名簿の整理・
ご挨拶状やご返礼の準備を細やかな心づかいで

誠心誠意お手伝いさせていただきます。
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松屋カードなど、各種ご優待サービスがございます。

仏壇・仏具・盆提灯・墓石・霊園のご相談は
外商担当者またはセレモニーサービスまでお問い合わせください。

須藤石材の専門スタッフが、ご要望をお伺いし、ご相談承りいたします。
①霊園・寺院のご案内

②お墓のメンテナンス（修理・補修・クリーニング）

③お墓のリフォーム・お引越し

ご用命の際は『株式会社 松屋 外商事業部』の
ご紹介とお申し出ください。
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弔事全般を心得た専門の係員が
ご対応させていただきます。

東京23区内は、スタッフが訪問することもできます。
その他の地区に関してはお問い合わせください。

ご傷心のご遺族の方々になりかわり、お香典帳や
会葬者名簿の住所・氏名を整理させていただきます。

お問い合わせ

松屋銀座 外商事業部
各外商担当者のダイヤルインまたはセレモニーサービス
電話0120（356）730　営業時間／午前10時︲午後6時（不定休）

ご葬儀の相談はこちら

電話0120（191）002　営業時間／24時間受付　年中無休

厳選したお品物を豊富に取り揃えた
カタログをご用意しております。

全国送料無料の商品や、特別ご優待商品もご用意しております。

ただし30件以上、金券類などは除外させていただきます。

ご挨拶状は無料サービスいたします。

名簿を整理させていただきます。

現代住環境に合わせた仏壇のご相談

もお承りいたします。

※特別価格にてご案内いたしますが、ご葬儀に

関しましては松屋カードでのご決済が出来かね

ますので、予めご了承ください。

※特別ご優待価格にてご案内いたしますが、一部除外品がございますので、予めご了承ください。

※特別ご優待価格にてご案内いたしますが、一部除外品がございますので、予めご了承ください。

厳選カタログ

各種ご優待

挨拶状 無料

名簿整理

専門の係員

9 10
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③お墓のリフォーム・お引越し

ご用命の際は『株式会社 松屋 外商事業部』の
ご紹介とお申し出ください。
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弔事全般を心得た専門の係員が
ご対応させていただきます。

東京23区内は、スタッフが訪問することもできます。
その他の地区に関してはお問い合わせください。

ご傷心のご遺族の方々になりかわり、お香典帳や
会葬者名簿の住所・氏名を整理させていただきます。

お問い合わせ

松屋銀座 外商事業部
各外商担当者のダイヤルインまたはセレモニーサービス
電話0120（356）730　営業時間／午前10時︲午後6時（不定休）

ご葬儀の相談はこちら

電話0120（191）002　営業時間／24時間受付　年中無休

厳選したお品物を豊富に取り揃えた
カタログをご用意しております。

全国送料無料の商品や、特別ご優待商品もご用意しております。

ただし30件以上、金券類などは除外させていただきます。

ご挨拶状は無料サービスいたします。

名簿を整理させていただきます。

現代住環境に合わせた仏壇のご相談

もお承りいたします。

※特別価格にてご案内いたしますが、ご葬儀に

関しましては松屋カードでのご決済が出来かね

ますので、予めご了承ください。

※特別ご優待価格にてご案内いたしますが、一部除外品がございますので、予めご了承ください。

※特別ご優待価格にてご案内いたしますが、一部除外品がございますので、予めご了承ください。

厳選カタログ

各種ご優待

挨拶状 無料

名簿整理

専門の係員
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松屋の大切なお客様へ

店舗では取り扱いのないモノ・コトなら

松屋外商へお任せください。
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一部サービスが変更になることがございますので、予めご了承ください。

松 屋 外 商
お 手 伝 い

GUIDE BOOK

皆様のお住まいをより快適に。

「彩りのある」素敵な心地よい暮らしを楽しむために。

大切なあの方へたくさんの想いを込めて。

ご注文・お申し込みの流れ

ご決済の流れ
ご決済は松屋カードがご利用いただけます。

ご決済日は、商品のお届けを
確認させていただいた後とさせていただきます。

INFORMATION

商品が無事お客様のお手元に届いた後、決済手続きをいたします。
恐れ入りますが、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

商品ごとのご優待内容や詳細に関しましては、
各外商担当者までお問い合わせください。

外商のお客様専用ページ

遷移後、以下のユーザー名・パスワードをご入力の上、
外商のお客様専用ページ内のコンテンツをお楽しみください。

二次元
バーコード

お問い合わせ・ご注文は

各外商担当者のダイヤルイン

FAX.03-3535-5663　MAIL. info-gaisyo@matsuya.com

発行 2021年3月

https://www.welci.jp/matsuya/user̲data/gaisho/top.php

ユーザー名：matsuyagaisho パスワード：matsuya1869

ご検討中の商品をご連絡ください。

ご購入の商品につきましては、
弊社またはメーカーよりご配送させていただきます。
（送料は別途頂戴します）

※一部外商窓口お渡しにてお持ち帰りいただけるものもございます。

※お届けまでの期間は商品によって異なります。

お見積り・納期をお知らせいたしますので、
ご検討ください。2

STEP

1
STEP

3
STEP

掲載した商品の画像は一例です。一部商品変更の可能性がございますので予めご了承ください。
※メール、FAXでお問い合わせの際に3日たっても確認のご連絡が
　ない場合は、恐れ入りますがお電話にてお問い合わせください。
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表1̶表4

03-3535-5663
info-gaisyo@matsuya.com


