
コレド室町3　東京都中央区日本橋室町1-5-5

※伊織商品券・箱代・刺繍代・送料は除く

3,240円以上お買上げで
5％OFF

伊織

3F 今治タオル取扱店

ポーカーフェイス トーキョー
トラディション

3F 眼鏡・サングラス

まかないこすめ

3,240円以上お買上げで
5％OFF

3F コスメ

クラフトビアマーケット

1F ビアバー

※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　払いに限る

自店ポイントカード
ポイント2倍デザートアイスサービス

コレド室町1　東京都中央区日本橋室町2-2-1

京つけもの 西利

1F 京漬物

物販・飲食
1,080円以上お買上げで
ドリンク1杯サービス
※11時～20時に限る

箔座日本橋

1,000円以上お買上げで
食用飾箔(1袋入)プレゼント

1F 箔製品・喫茶 他

※品切れの場合は同等品をプレゼント

お食事ご注文で
生ビール or ソフトドリンク
1杯サービス四川飯店 日本橋

～Chen Kenichi's China～

2F 中国四川料理

肉割烹 KINTAN

3F 肉料理

日本橋 かに福

3F 和食 かに料理

お食事ご注文で
ドリンク1杯 or 本日のデザート
or ミニ月餅いずれかサービス

ざくろ 室町店

4F しゃぶしゃぶ・日本料理

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
ドリンク1杯サービス

【ディナータイム限定】
和牛にぎり1貫サービス

ウーロン茶 or ジャスミン茶
サービス

ビキニ ピカール

2F スペイン料理

10％OFF

串𠅘

4F 串揚げ

米祥

3F お米が主役の和食

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
乾杯ドリンク（小生ビール・ソフトドリンク）
1杯サービス

ソフトドリンクサービス

ビストロ 石川亭

3F フレンチ ビストロ

※対象カード1枚につき1杯

コレド室町2　東京都中央区日本橋室町2-3-1

重慶飯店 GIFT ＆ DELI

B1F 中華・点心

5％OFF

手造りハム工房
レッカービッセン

B1F ハム・ソーセージ

むぎとオリーブ

ラーメンご注文で
味玉1つサービス

B1F ラーメン

SHIKOKU バル 88屋

おすすめドリンク
最初の1杯100円

2F 和バル

ハム・ソーセージ・ベーコン
5％OFF
※一部除外品あり

日本橋三井タワー　東京都中央区日本橋室町2-1-1

櫻川

2F 日本料理

ドリンク1杯サービス

餃子と炙り こけこっこ

B1F 餃子バル＆ラーメン

トリスハイボール or 角ハイボール 
or ジムビームハイボールの中から
1杯サービス

鶏とちょこっと料理 ほっこりや

B1F 鶏料理

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
ドリンク100円引き

STEAK THE FIRST 日本橋

B1F ステーキ／ハンバーグ／ピッツァ

ドリンク1杯サービス

※ご同伴者様も対象

セゾン優待HP アーバン

お会計時・ご注文時に対象カードをご提示ください
※三井ショッピングパークアプリとカードを連携された方は、アプリクーポンのご提示でもご優待を受けられます。

いつものショッピングをもっとお得に！！
カード会員様限定 ご優待特典

2018年10月1日（月）～2019年3月31日（日）



三井ショッピングパークカード《セゾン》／ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》会員の方は
駐車場を1時間無料でご利用いただけます。駐車場料金が1時間無料！

〈コレド室町、コレド日本橋〉

コレド日本橋　東京都中央区日本橋1- 4 -1

ノーリーズ

1F レディス ファッション

※一部除外品あり
※税抜き価格より割引

エコー

2F レディス・メンズシューズ、バッグ

Chut! INTIMATES

3F インナーウェア

※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

10%OFF

タイレストラン 沌

4F タイ料理

※①②③併用不可
※入店時またはご注文時に要提示

①コース料理ご注文で
   お料理1品サービス
②コース料理ご注文で
   10名様以上グループの幹事様
   お料理無料
③コース料理＋フリードリンクご注文で
   30分延長サービス

ピッツェリア ダ チーボ

4F ピッツェリア・イタリアン

25,000円以上お買上げで
10％OFF

※一部除外品あり

自店ポイントカード
+1ポイント

※他サービスとの併用不可
※有効期限あり

次回ご利用いただける
5％OFF券プレゼント

※15時以降に限る

お1人様あたり
5,000円以上ご注文で
10％OFF

きもの工房まつや

3F 呉服・和装小物・和雑貨

ザ ミートロッカー
セラーアンドグリル

4F ステーキハウス

シロッコ

4F スパニッシュ&イタリアン
【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
スパークリングワイン
1杯サービス

【ランチタイム限定】
お食事ご注文で
デザートサービス

※ご注文前に要提示

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
スプマンテサービス和装小物

20％OFF

京都 石塀小路 豆ちゃ

4F 京都おばんざい

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
乾杯用スパークリングワイン
1杯サービス　

※17時30分～22時に限る

寿司・海鮮料理
日本橋まぐろ人

4F 寿司・和食

盤古殿

4F 中華料理

特製杏仁豆腐サービス

※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

5％OFF

ミオ ミオ

3F コスメ・生活雑貨

ヒュンメルウィメンズショップ

3F スポーツウェアブランド

5,400円以上お買上げで
8％OFF

飯田橋サクラテラス　東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス1～3F

セントラルスポーツ ジムスタ

ご入会時、
当クラブのインビテーションカード
（施設利用無料券）2枚プレゼント

1F フィットネスクラブ

Panis da Vinci

ドリンク代20%OFF

1F ベーカリー

※19時までに限る

※17時以降に限る※他サービスとの併用不可

宮地楽器 MUSIC JOY 飯田橋

練習室レンタル
30分利用料半額

1F 音楽教室

※1日1回のみ ※1回につき1グループのみ
※1時間以上ご利用の場合、
　はじめの30分が半額
※飯田橋サクラテラス店のみ有効

ソフトドリンク1杯サービス
※ランチ利用不可

牡蠣ビストロ 貝殻荘

2F 牡蠣系魚介ビストロ

元祖餃子舗 ミンミン

3F 中華料理

焼肉本舗 ぴゅあ

3F 焼肉

※飲み放題メニュー内に限る

60分以上のコースご利用で
アイヘッドケアサービス
・新規の方→5分無料延長で
  アイヘッドケアサービス
・リピーター様→コース内で
  5分アイヘッドケアサービス

1F ストレッチ&ボディケア

Re.Ra.Ku　

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
グラスワイン（赤・白）1杯サービス

炭火焼干物食堂 越後屋亀丸

3F 魚系居酒屋

※17時以降に限る
※定食メニューとの併用不可
※お1人様あたり2,000円以上の
　お会計で有効

Dippalace

3F インド・タイ料理専門店

※17時以降・現金払いに限る
※割引額上限5,000円
※他クーポンとの併用不可
※パーティーコース・
　キャンペーンメニューは除く
※税抜き価格より割引

博多 一風堂

替玉一玉または
餃子5個サービス

3F らーめん

【ディナータイム限定】
おまかせ串5本盛、
または刺身単品プレゼント

【ディナータイム限定】
2,000円以上お食事ご注文で
10%OFF

ソフトドリンク1杯サービス



赤坂Bizタワー SHOPS&DINING　東京都港区赤坂5-3-1

※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　払いに限る

銀座ウエスト

B1F スイーツ

Zoff

B1F メガネ

DRAGON DELI

お食事ご注文で
烏龍茶1杯サービス

B1F 中華デリ・餃子とハイボール

ITS’ DEMO

1F ファッションバラエティセレクトショップ

VILAMOURA

1F ポルトガル料理

COMPLETE WORKS Tokyo

1F メンズ雑貨

【平日ディナータイム限定】
1,000円以上お食事ご注文で
ドリンク1杯サービス

マツモトキヨシ

非売品サンプルプレゼント

B1F ドラッグストア

1F パブ・レストラン

P.C.A. Pub Cardinal Akasaka

ディナーコース
10％OFF

SALTY SUNNY BONDI CAFE

1F カフェレストラン

5％OFF

げんまい食堂 SMILE KITCHEN　

B1F 和定食

passage mignon

1F ファッション雑貨

メガネ・サングラス・
パッケージ商品
5％OFF

定食ご注文で
サイドメニュー1品サービス

※一部除外品あり

自店ポイントカード
ポイント2倍
※一部除外品あり

※税抜き価格より割引

ライフスタイルブーケの
リボン無料
※お1人様1点

青山フラワーマーケット

1F フラワーショップ

※一部除外品あり
※三井ショッピングパークカード《セゾン》
　払いに限る

定価商品10％OFF
※他サービスとの併用不可
※一部除外品あり

10％OFF

デリリウムカフェ レゼルブ

アルコール類全品
200円引き

1F ベルギービール

※最初の1杯に限る

1F スペイン カタルニア料理

MODERN Catalan SPANISH “BIKiNi”

BIKiNiとタパス5種の盛合せ・
本日の前菜・本日の米料理
2,800円でご提供

お食事ご注文で
100円引き

2F パーソナルサロン

PDS パーソナルデザインスタジオ

顔力マッサージ
8,640円→6,480円

※他サービスとの併用不可

霞が関ビルディング　東京都千代田区霞が関3-2-5　霞が関ビルディング1F・LbF

BARBARA marketplace
325 KASUMIGASEKI

1F バー・居酒屋
【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
グラススパークリングワイン
1杯サービス

パン工房ベルベ

パン・サンドイッチ・
洋菓子・焼菓子
5％OFF

1F ベーカリー

宮越屋珈琲

LbF カフェ・スイーツ
テイクアウトドリンク
サイズアップ無料 ＆
コーヒー豆お買上げで
20％増量
※コーヒー豆のみ他サービスとの併用不可※17時以降に限る

東京倶楽部ビルディング　東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング1F～3F

中国料理 頤和園

杏仁豆腐サービス

3F 中国・中華料理

RISTORANTE di 
HOKKAIDO Mia Angela　

3F 洋食

※1テーブル最大4名様まで
※他サービスとの併用不可

【ディナータイム限定】
お食事ご注文で
乾杯スパークリングワイン
サービス

鮮魚 銀シャリ　ほっこり

2F 和食

※上限2,000円まで
※コース利用不可
※他クーポンとの併用不可

フード10％OFF

食堂BAR カスミガセキ

スパークリングワイン
1杯サービス

2F バー・居酒屋

焼酎・黒豚 芋蔵　

2F バー・居酒屋

芋蔵名物サツマイモスティック
1皿サービス

本紙掲載の情報は2018年10月1日現在のものです。都合により変更になる場合もございますのでご了承ください。詳しくはウェブ等でご確認ください。

は三井ショッピングパークポイントに交換できます！

永久不滅ポイント400ポイント 三井ショッピングパークポイント2,000ポイント2倍！出光サービスステーションでのご利用なら 全国の出光サービスステーションでの
ご利用で永久不滅ポイントを通常の
2倍プレゼントいたします。

永久不滅ポイントがおトクにたまる！ 2018年10月1日（月）～2019年3月31日（日）

ご利用にあたっての注意事項

●ご優待対象金額は、全て税込となります。
●他の割引やクーポン券との併用は不可（一部併用可の店舗もございますので、店舗スタッフへお問い合わせください）
●一部対象外の商品（セール品・特価品等）もございます。
●ノベルティは、数に限りがございます。
●繁忙期など一部期間でサービス提供の対象外となる場合がございます。
●閉店等により、サービス提供の対象外となる場合がございます。

●対象カード ※お会計時・ご注文時にご提示ください。

三井ショッピングパークカード《セゾン》・ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP・
三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールド・特別ご優待パスポート ※三井ショッピングパークアプリとカードを連携された方は、アプリクーポンのご提示でもご優待を受けられます。

東京都中央区室町1-8-3 室町NSビル1階　TEL:03-6262-7217

ドリンク1杯サービス(会員含め2名様まで)
・カードは、お食事ご注文の際に提示をお願いします。(会計の際に提示では不可となります。)
・会員本人様を含めた2名様までのご優待となります。
・ドリンクサービスは、一部除外もございます。詳しくは、店舗スタッフにご確認ください。
※注意 : 主水 日本橋三越前店では、このサービスは行なっておりません。

三井ショッピングパークカード《セゾン》・ラゾーナ川崎プラザカード《セゾン》・
三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOP・三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールドをご提示ください。

コレド室町・コレド日本橋 周辺ご優待


