
【ご利用対象施設】 【ご利用対象施設】

＜室町・日本橋＞
・コレド室町1・2・3　・コレド室町テラス　　・日本橋三井タワー

・三井二号館　・コレド日本橋
＜室町・日本橋＞

・コレド室町1・2・3　・コレド室町テラス　　・日本橋三井タワー

・三井二号館　・コレド日本橋

＜渋谷＞ ・RAYARD MIYASHITA PARK ＜渋谷＞ ・RAYARD MIYASHITA PARK

＜銀座＞ ・銀座ベルビア館 　・銀座並木通りビル　・銀座トレシャス ＜銀座＞ ・銀座ベルビア館 　・銀座並木通りビル　・銀座トレシャス

・ZOE銀座　・ギンザ・グラッセ　・交詢ビル　・GINZA gCUBE　・ニッタビル ・ZOE銀座　・ギンザ・グラッセ　・交詢ビル　・GINZA gCUBE　・ニッタビル

＜赤坂・霞が関＞ ・霞ダイニング　・赤坂Bizタワー SHOPS＆DINING ＜赤坂・霞が関＞ ・霞ダイニング　・赤坂Bizタワー SHOPS＆DINING

＜新宿・飯田橋＞
・飯田橋サクラテラス　・新宿中村屋ビル※「CAFE　RAMBUTAN」,「台北餃子

次次　チィチィ」のみ
＜新宿・飯田橋＞

・飯田橋サクラテラス　・新宿中村屋ビル※「CAFE　RAMBUTAN」,「台北餃子

次次　チィチィ」のみ

＜御徒町・池袋＞ ・御徒町吉池本店ビル ＜御徒町・池袋＞ ・御徒町吉池本店ビル

＜名古屋＞ ・RAYARD Hisaya-odori Park ＜名古屋＞ ・RAYARD Hisaya-odori Park

＜札幌＞ ・赤れんが テラス

※「ギンザコマツ」「池袋グローブ」「赤れんが テラス」はご利用対象外施設でございます。

※「ギンザコマツ」「池袋グローブ」はご利用対象外施設でございます。

【ご利用いただけない対象外店舗】
＜室町・日本橋＞ 【ご利用いただけない対象外店舗】

＜室町・日本橋＞

TOHOシネマズ 日本橋

ＪＴＢ　日本橋コレド室町店 TOHOシネマズ 日本橋

日本調剤 日本橋室町薬局 ＪＴＢ　日本橋コレド室町店

ファミリーマート 日本調剤 日本橋室町薬局

千疋屋総本店 ファミリーマート

カフェ ディ フェスタ 千疋屋総本店

千疋屋フルーツパーラー カフェ ディ フェスタ

デーメテール 千疋屋フルーツパーラー

ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ デーメテール

ヴェンタリオ ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ

マンダリン オリエンタル 東京 ヴェンタリオ

わたす日本橋 マンダリン オリエンタル 東京

三井二号館 スペイン料理 aca わたす日本橋

コレド室町テラス 日本橋室町三井タワー内郵便局 三井二号館 スペイン料理 aca

ABCクッキングスタジオ コレド室町テラス 日本橋室町三井タワー内郵便局

和食屋の惣菜 えん　※券売機会計商品は対象外 ABCクッキングスタジオ

MONEY DOCTOR PREMIER 和食屋の惣菜 えん　※券売機会計商品は対象外

BRAND OFF 買取専門店 MONEY DOCTOR PREMIER

BRAND OFF 買取専門店

＜渋谷＞

＜渋谷＞

ワークスタイリング

LOUIS VUITTON ワークスタイリング

GRIT NATION LOUIS VUITTON

En STUDIO GRIT NATION

SAI En STUDIO

SAI

＜銀座＞

＜銀座＞

銀座ベルビア館 BISTRO J_O / J_O CAFE

Le Chic unjour 銀座ベルビア館 BISTRO J_O / J_O CAFE

H&M Le Chic unjour

ミュウミュウ 銀座店 H&M

銀座 越後屋 ミュウミュウ 銀座店

対馬ルリ子 女性ライフクリニック 銀座 銀座 越後屋

Surf Fit Studio 銀座本店 対馬ルリ子 女性ライフクリニック 銀座

share salon JAM 銀座 Surf Fit Studio 銀座本店

ホットヨガスタジオLAVA銀座本店 share salon JAM 銀座

マックスマーラ ホットヨガスタジオLAVA銀座本店

RIZAP ENGLISH/COOK マックスマーラ

松本平太郎美容室 銀座PARTⅡ RIZAP ENGLISH/COOK

グラフ銀座本店 松本平太郎美容室 銀座PARTⅡ

ホットヨガスタジオLAVA グラフ銀座本店

ワークスタイリング銀座 ホットヨガスタジオLAVA

ホワイトエッセンス銀座 ワークスタイリング銀座

パソコンスクール ISA GINZA GLASSE ホワイトエッセンス銀座

交詢ビル JOLIESSE パソコンスクール ISA GINZA GLASSE

GARDEN Tokyo 交詢ビル JOLIESSE

Beauty Connection Ginza GARDEN Tokyo

エスカイヤクラブ銀座花椿店 Beauty Connection Ginza

エスカイヤクラブ銀座花椿店

＜赤坂・霞が関＞

＜赤坂・霞が関＞

赤坂 アプローズスクエア迎賓館 ウェディングサロン

赤坂 アプローズスクエア迎賓館 赤坂 アプローズスクエア迎賓館 ウェディングサロン

霞ダイニング ファミマ！！霞が関ビルディング店 赤坂 アプローズスクエア迎賓館

霞ダイニング ファミマ！！霞が関ビルディング店

＜新宿・飯田橋＞

＜新宿・飯田橋＞

日生薬局

ローソン 日生薬局

飯田橋郵便局 ローソン

セントラルスポーツ ジムスタ 飯田橋郵便局

サクラパーク 野本歯科 セントラルスポーツ ジムスタ

洋洋クリニック サクラパーク 野本歯科

飯田橋駅前さくら坂クリニック 洋洋クリニック

宮地楽器 MUSIC JOY 飯田橋 飯田橋駅前さくら坂クリニック

31Builedge飯田橋 宮地楽器 MUSIC JOY 飯田橋

KICHIRI MOLLIS 31Builedge飯田橋

カジュアルダイニング　Granna　新宿中村屋 KICHIRI MOLLIS

レストラン＆カフェ　Manna　新宿中村屋 カジュアルダイニング　Granna　新宿中村屋

スイーツ＆デリカ　Bonna　新宿中村屋 レストラン＆カフェ　Manna　新宿中村屋

コーチ スイーツ＆デリカ　Bonna　新宿中村屋

中村屋サロン美術館 コーチ

男のエステ ダンディハウス 中村屋サロン美術館

エステティック ミス・パリ 男のエステ ダンディハウス

joemi by Un ami エステティック ミス・パリ

Olive's by neolive joemi by Un ami

新宿しまだ内科クリニック Olive's by neolive

新宿しまだ内科クリニック

＜御徒町・池袋＞

＜御徒町・池袋＞

吉池食堂

食料品 吉池 吉池食堂

ユニクロ 食料品 吉池

GU ユニクロ

ユザワヤ GU

ユザワヤ

＜名古屋＞

＜名古屋＞

FabCafe Nagoya

My Gym FabCafe Nagoya

My Gym

※この情報は、2023年5月11日現在の情報となります。予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

＜札幌＞

JPローソン

bridal house BiBi

ABCクッキングスタジオ

赤れんが テラス お買物・お食事券（500円券）は、下記の「ご利用対象施設」でご利用いただけますが、ご利用対象外店舗が一部ございます。 

予めご承知くださいますようお願い申しあげます。 ※この情報は、2023年5月11日現在の情報となります。予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

【ご利用対象施設】
＜札幌＞ ・赤れんが テラス

【ご利用いただけない対象外店舗】
＜札幌＞

JPローソン

bridal house BiBi

ABCクッキングスタジオ

※この情報は、2023年5月11日現在の情報となります。予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

【ご利用対象施設】

＜室町・日本橋＞
・コレド室町1・2・3　・コレド室町テラス　　・日本橋三井タワー

・三井二号館　・コレド日本橋
＜渋谷＞ ・RAYARD MIYASHITA PARK

＜銀座＞ ・銀座ベルビア館 　・銀座並木通りビル　・銀座トレシャス

・ZOE銀座　・ギンザ・グラッセ　・交詢ビル　・GINZA gCUBE　・ニッタビル

＜赤坂・霞が関＞ ・霞ダイニング　・赤坂Bizタワー SHOPS＆DINING

＜新宿・飯田橋＞
・飯田橋サクラテラス　・新宿中村屋ビル※「CAFE　RAMBUTAN」,「台北餃子

次次　チィチィ」のみ

＜御徒町・池袋＞ ・御徒町吉池本店ビル

＜名古屋＞ ・RAYARD Hisaya-odori Park

＜札幌＞ ・赤れんが テラス

※「ギンザコマツ」「池袋グローブ」はご利用対象外施設でございます。

【ご利用いただけない対象外店舗】
＜室町・日本橋＞

タロー書房

鮨 日本橋 鰤門

TOHOシネマズ 日本橋

ＪＴＢ　日本橋コレド室町店

日本調剤 日本橋室町薬局

ファミリーマート

千疋屋総本店

カフェ ディ フェスタ

千疋屋フルーツパーラー

デーメテール

ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ

ヴェンタリオ

マンダリン オリエンタル 東京

わたす日本橋

三井二号館 スペイン料理 aca

ABCクッキングスタジオ

和食屋の惣菜 えん　※券売機会計商品は対象外

MONEY DOCTOR PREMIER

BRAND OFF 買取専門店

＜渋谷＞

ワークスタイリング

LOUIS VUITTON

GRIT NATION

En STUDIO

SAI

＜銀座＞

銀座ベルビア館 BISTRO J_O / J_O CAFE

Le Chic unjour

H&M

対馬ルリ子 女性ライフクリニック 銀座

BEAUTRIUM 265

銀座 越後屋

Surf Fit Studio 銀座本店

share salon JAM 銀座

Argento

ホットヨガスタジオLAVA銀座本店

マックスマーラ

RIZAP ENGLISH/COOK

松本平太郎美容室 銀座PARTⅡ

グラフ銀座本店

ホワイトエッセンス銀座

パソコンスクール ISA GINZA GLASSE

ホットヨガスタジオLAVA

ワークスタイリング銀座

バーニーズ ニューヨーク銀座店

JOLIESSE

柿安 銀座店

GARDEN Tokyo

Beauty Connection Ginza

エスカイヤクラブ銀座花椿店

リストランテ アル ケントーレ

LIVE HOUSE KENTO’S

＜赤坂・霞が関＞

TBS THE MARKET

広東名菜 赤坂璃宮

梅丘寿司の美登利

スターバックスコーヒー

赤坂 アプローズスクエア迎賓館 ウェディングサロン

PDS パーソナルデザインスタジオ

赤坂アプローズスクエア迎賓館

セブン-イレブン

ざくろ

ファミマ！！霞が関ビルディング店

スターバックスコーヒー

＜新宿・飯田橋＞

ローソン

日生薬局

飯田橋郵便局

サクラパーク 野本歯科

洋洋クリニック

飯田橋駅前さくら坂クリニック

スターバックスコーヒー

スターバックス コーヒー 飯田橋サクラテラス 2階店

セントラルスポーツ ジムスタ

宮地楽器 MUSIC JOY 飯田橋

31Builedge飯田橋

KICHIRI MOLLIS

カジュアルダイニング　Granna　新宿中村屋

レストラン＆カフェ　Manna　新宿中村屋

スイーツ＆デリカ　Bonna　新宿中村屋

コーチ

中村屋サロン美術館

男のエステ ダンディハウス

エステティック ミス・パリ

joemi by Un ami

Olive's by neolive

新宿しまだ内科クリニック

＜御徒町・池袋＞

吉池食堂

食料品 吉池

ユニクロ

GU

ユザワヤ

＜名古屋＞

FabCafe Nagoya

My Gym

＜札幌＞

JPローソン

bridal house BiBi

ABCクッキングスタジオ

レストランMINAMI

※この情報は、2023年5月11日現在の情報となります。予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。

赤れんが テラス

銀座並木通りビル

銀座並木通りビル

銀座並木通りビル

御徒町吉池本店ビル

施設名 ショップ名

RAYARD Hisaya-odori Park

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

飯田橋サクラテラス

新宿中村屋ビル

施設名 ショップ名

GINZA gCUBE

ニッタビル

施設名 ショップ名

赤坂BizタワーSHOPS＆DINING

霞ダイニング

施設名 ショップ名

銀座トレシャス

ZOE銀座

ギンザ・グラッセ

交詢ビル

コレド室町1・2・3

日本橋三井タワー

コレド日本橋

施設名 ショップ名

RAYARD MIYASHITA PARK

赤れんが テラス

 三井ショッピングパークカード≪セゾン≫お買物券（500円券）がご利用いただけない店舗

三井ショッピングパークカード≪セゾン≫お買物券（500円券）は、下記の「ご利用対象施設」でご利用いただけますが、ご利用対象外店舗が一部ございます。 

予めご承知くださいますようお願い申しあげます。 

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

赤れんが テラス お買物・お食事券（500円券）がご利用いただけない店舗
赤れんが テラス

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

RAYARD Hisaya-odori Park

RAYARD Hisaya-odori Park

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

御徒町吉池本店ビル

御徒町吉池本店ビル

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

飯田橋サクラテラス

飯田橋サクラテラス

新宿中村屋ビル

新宿中村屋ビル

GINZA gCUBE

GINZA gCUBE

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

赤坂BizタワーSHOPS＆DINING

赤坂BizタワーSHOPS＆DINING

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

銀座トレシャス

銀座トレシャス

ZOE銀座

ZOE銀座

ギンザ・グラッセ

ギンザ・グラッセ

コレド日本橋

コレド日本橋

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

RAYARD MIYASHITA PARK

RAYARD MIYASHITA PARK

施設名 ショップ名

施設名 ショップ名

コレド室町1・2・3

コレド室町1・2・3

日本橋三井タワー

日本橋三井タワー

 三井ショッピングパークアーバンお買物・お食事券（500円券）がご利用いただけない店舗 三井不動産発行共通お買物・お食事券（5,000円・1,000円・500円券）がご利用いただけない店舗

三井ショッピングパークアーバンお買物・お食事券（500円券）は、下記の「ご利用対象施設」でご利用いただけますが、ご利用対象外店舗が一部ございます。 三井不動産発行共通お買物・お食事券（5,000円・1,000円・500円券）は、三井ショッピングパーク アーバン・レイヤード施設では、

予めご承知くださいますようお願い申しあげます。 下記の「ご利用対象施設」でご利用いただけますが、一部ご利用対象外店舗ございます。 予めご承知くださいますようお願い申しあげます。 


