
賞 品 参加方法
豪華プレゼントが貰える、当たる！

詳しくはスタンプ
冊子をご覧ください。

※画像はイメージです。

※キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます。　※お引換、抽選は賞品がなくなり次第終了となります。

引
換
・
抽
選
会
場

コレド日本橋  B1F   
インフォメーションカウンター 

（10：30～19：00）

実施期間   
7/3（火）～8/6（月）   
※8 / 1は実施なし

参加店舗は
こちらが目印！

1. スタンプ冊子をゲット！
まずは対象となる商業施設や店舗にてスタンプ冊子（下記参照）をお取りください。

2. 対象店舗でたのしくお食事！
対象店舗にて17時以降、お一人様2,500円（税込）以上ご利用いただくと、
ご精算時に「御酒飲（スタンプ）」を1つ貰えます。
対象店舗はスタンプ冊子やホームページでご確認ください。

3. スタンプを集めてプレゼントを貰おう！
各エリアの対象店舗を巡り、「御酒飲（スタンプ）」を合計3つ集めて
抽選会場へお持ちいただくと、左記賞品が貰えるチャンス。 

※事前に予約が必要です。

※事前に予約が必要です。

日本橋老舗和紙店「榛原」
東京御酒飲帳ラリー
オリジナル御朱印帳

5 0 名様

先着で

お買物券1,500円分

先着500名様

TENQOOペアディナーチケット
1組2名様［17,0 0 0円相当（2名様分）］

【回収します！】8/2～8/6　１つ以上スタンプが押されている冊子を
抽選会場（10：30～19：00）にお持ちいただくと、粗品に交換します。

（お一人様1つ/無くなり次第終了）

ホテルメトロポリタン丸の内　

びゅう商品券  コレド日本橋お買物券
KITTE お買物券 各500円分
※有効期限は各券によって異なります。

（ （

抽選で 東京ステーションホテル
レストラン ブランルージュ

グラスワイン付ペアディナーチケット
1組2名様［22,000円相当（2名様分）］

酒飲
東京

御       帳
  ラリー

食べて、飲んで、3つのエリアを巡って
貰える、当たる！

丸の内 エリア 日本橋 エリア東京駅 エリア
KITTE コレド日本橋

毎週金曜日はWチャンス！抽選に２回チャレンジできます！

2 018
ラリー期

間

7/2月

↓7/31火

主催       ：東京ステーションシティ運営協議会　 日本郵便（株）　 三井不動産商業マネジメント ( 株 )　
企画協力：( 株 ) 鉄道会館
協力       ：東京ステーションホテル　ホテルメトロポリタン丸の内



東京駅エリア

参加店舗

東京駅とその周辺エリアを一つの大きな街と捉えた「東京ステーションシティ」。東京駅を
中心に、ホテル、オフィス、商業施設などのさまざまな機能が集約され、飲食店も和・洋・中・
エスニックとバラエティ豊富。優雅なひとときを楽しみたい、クイックに小腹を満たしたいなど
幅広いニーズに対応します。

東京駅エリアとは

串はん  ［くしあげ処］
羅かん  ［二汁おでん］
繁乃井  ［南部鶏炭火焼］
中国老舗 天津飯店  ［餃子・小菜］
米沢牛 黄木  ［米沢牛料理］
 銀座 ハゲ天  ［天ぷら］
バーバー東京  ［クラフトビールバー］
龍潭（りゅうたん）  ［沖縄地料理］
吾照里（オジョリ）  ［韓国酒家・韓国家庭料理］
おさかな処 築地 奈可嶋  ［おさかな処］
ヱビスバー  ［ビヤバー］

タイレストラン 沌  ［タイレストラン］
日本百貨店 さかば  ［和食居酒屋］
霧笛屋  ［和風居酒屋］
お好み焼き・鉄板焼き 大阪 めっせ熊  ［お好み焼き・鉄板焼き］
蕎麦前処 二尺五寸  ［蕎麦・焼鳥］
Tokyo Beer Paradise by Primus  ［カフェレストラン・ベルギービール］
うどん酒房 杵屋  ［うどん居酒屋］
米どころん  ［新潟米どころ・定食居酒屋］
北海道チューボー  ［北海道料理］
イタリアン・トマト カフェ スペリオーレ  ［イタリアンカフェ］
餃子舗 珉珉  ［餃子・中華料理］

NIHONBASHI BREWERY.T.S  ［クラフトビール・レストラン］いろり庵  ［蕎麦居酒屋］
東京屋台  ［中華居酒屋］
華祭  ［串揚げ処］
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ヒロ プリモ  ［パスタ］
ダ チーボ トウキョウ スタツィオーネ  ［ピッツェリア］
ドンピエール 東京 エクスプレスカレー  ［カレー］
沼津魚がし鮨  ［寿司］
たけがみ 一轍そば  ［そば処］
博多うま馬  ［博多ラーメン・特製餃子］
難波千日前 釜たけうどん  ［うどん］
味の牛たん 喜助  ［牛たん］
もつ焼き 栄司  ［もつ料理］
ビモン  ［黒毛和牛 ステーキ・ハンバーグ］
天ぷら けやき  ［天ぷら・天丼］
タイ料理サイアムオーキッドSupreme  ［タイ料理］
ビアテリア プロント  ［カフェ＆バー］
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HAMBURG WORKS  ［プレミアムハンバーグ・肉バル］
ACORN  ［バル］
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※同一施設内でも参加店舗により階層が異なります。
※記載がない店舗はすべて改札外にあります。

伊達の牛たん本舗  ［牛たん］
鳥元  ［鶏料理］
天ぷら 天喜代  ［天ぷら］
YAMAGATA DINING 山形酒菜一  ［山形ダイニング］
築地 味の浜藤 醍醐味  ［焼魚料理］
北海道バル 海  ［北海道バル］

VOLPUTAS OLIVEOIL DINING TOKYO  ［ヘルシーレストラン］
常陸野ブルーイング・ラボ Tokyo Station  ［ビアバー］
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参加店舗

てんや丸の内北口店  ［天丼］
東京じゃんがら丸の内店 ［ラーメン］
角打 丸の内店  ［和風居酒屋］
満天酒場 丸の内北口店  ［和風居酒屋］
Lads dining  ［ダイニングバー］
ビアチムニー丸の内店 ［洋風居酒屋］
伽羅  ［中華料理］
 

Dining & Bar TENQOO（テンクウ）  ［フレンチ、ダイニングバー］

トラットリアパパミラノ  ［イタリアンレストラン］
くずし割烹 白金魚  ［創作日本料理］

マダム・ブロ  ［カフェ・レストラン］
T’sたんたん  ［レストラン］

築地すし好 和  ［寿司］ 丸の内一丁目 しち十二候  ［日本料理/鉄板焼］
カントニーズ“燕”ケンタカセ  ［中国料理］
焼鳥　瀬尾  ［鳥料理］   
エノテカノリーオ  ［イタリア料理／ワインバー］

バー＆カフェ カメリア  ［バー＆カフェ］
バー オーク  ［バー］
すし 青柳 ［寿司］
TORAYA TOKYO ［喫茶/ショップ］  

その他

Ｒφｄ 東京店  ［ベーカリーカフェ］
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東京駅詳細MAP
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KITTE

八重洲方面

丸の内方面

TOK IA

丸の内オアゾ

グラントウキョウ
ノースタワー

品川方面上野方面

※改札内

※改札内

サピアタワー
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丸の内エリア
２０１３年３月に、日本郵便が初めて手掛ける商業施設として、東京駅丸の内南口前に開
業しました。旧東京中央郵便局の局舎を一部保存・再生して建設され、地下１階から６階まで
の７つのフロアには全国選りすぐりのショップ＆レストランが集結しています。

参加店舗

KITTEとは

B1F B1F B1F B1F

1F 1F 5F 5F

B1F B1F B1F B1F

5F 5F 6F 6F

資生堂パーラー
［カフェ］

東京から揚げバル
［から揚げ・バル］

沖縄家庭料理 琉球市場 
やちむん

［和食（沖縄料理）］

 秋田比内地鶏生産責任者の店
本家あべや

［和食（鶏料理）］

伊達の牛たん本舗
［和食（牛たん）］

霧笛屋
［和食（海鮮）］

すし屋   銀蔵
［寿司］

Tokyo City i CAFE
［カフェ］

BEER&SPICE SUPER “DRY”
［ビアパブ］

東京ロビー
［COFFEE・BAR］

 

博多もつ鍋 幸 とりもつえん
［もつ鍋・水炊き・牛・豚・鶏・馬肉料理]

宮崎料理   万作
［焼き鳥・鶏料理］

神戸・六甲道 ぎゅんた
［お好み焼き・鉄板焼き］

洋食ビストロ ドンピエールハート
［洋食・スウィーツ・ワイン］

アルカナ東京
［フレンチレストラン＆バー］

金華豚料理   平田牧場   極
［豚肉料理・しゃぶしゃぶ・とんかつ］



日本橋エリア
テーマは「時を越えて」。百貨店や老舗名店の伝統を活かしつつ、現代的スタイルを提案。
衣・食・住・遊の生活シーン全般に渡るオンリーワンショップなど、個性豊かな店舗が揃います。
３階フロアは「毎日来たくなる！」女性のための癒しの空間。

コレド日本橋とは

参加店舗

B1F 4F 4F 4F

中華香彩ジャスミン 口福厨房
［中華料理］

とんかつと豚肉料理 平田牧場
［豚肉料理］

京都 石塀小路 豆ちゃ
［京都おばんざい］

松江の味 日本橋皆美
［和食］

4F 4F 4F 4F

寿司・海鮮料理 日本橋まぐろ人
［寿司・和食］

天ぷら 魚新
［天ぷら・和食］

ザ ミートロッカー セラーアンドグリル
［ステーキハウス］

タイレストラン 沌
［タイ料理］

4F 4F 4F 4F

シロッコ
［スパニッシュ＆イタリアン］

ピッツェリア ダ チーボ
［ピッツェリア・イタリアン］

ロティサリーバール ダパウロ
［地中海ビストロ＆ワインバル］

盤古殿
［中華料理］


