
STEAK THE FIRST 日本橋 ［ステーキ / ハンバーグ］

ドリンク1杯サービス
※本人含む4名様まで適応

B1

ワイアードカフェ ニュース ［カフェ］

TEA TIMEにデザートをご注文の方に
セットドリンクをサービス※本人含む4名様まで適応

2F餃子と炙り こけこっこ ［餃子バル＆ラーメン］

ご来店された方にトリスハイボールor角ハイボール
どちらか１杯サービス

B1

釜たけ流うどん 一寸一杯 ［うどん酒場］

17:00以降にお食事された方に
生小orソフトドリンクを１杯サービス

B1

COREDO
MUROMACHI

室町2
B1

室町3
2F

船橋屋
［和菓子］

1,000円（税込）以上ご購入された方に
線香花火をプレゼント

室町1
1F

室町1
1F

室町2
2F

日本橋
三井タワー

B1

カフェ エメ・ヴィベール
［フレンチカフェ］

ディナータイムにメイン料理をご注文された方に
ワンドリンクサービス

モロゾフ 窯だしチーズケーキ
［洋菓子］

「金魚」商品を含め6個以上ご購入された方に
エダムチーズケーキを1個プレゼント

GRIP TAVERN
［オーガニックイタリアン］

11：00～22：00にお食事された方に溢れスパー
クリングワインをサービス※本人含む4名様まで適応

日本橋 箸長
［箸・和小物］

1,000円(税込)以上ご購入された方に
箸先がすべらない箸を一膳プレゼント

STEAK THE FIRST 日本橋
［ステーキ / ハンバーグ］

ドリンク1杯サービス
※本人含む4名様まで適応

中面にも対象店舗が盛りだくさん!!

7 5 Fri 9 23 Mon

2019

コレド室町や日本橋三井タワーをお得に楽しもう!

コレド室町・日本橋三井タワー店舗対象

200円分
クーポン券付き

1.写真撮影

2.SNSに投稿

3.無料でプリント
およそ
15秒！

設置場所

コレド室町3
4F

無印良品内

「#コレドの夏」でSNSに投稿して、
思い出の写真を無料でプリントしよう!

アートアクアリウムやコレド室町で撮影

「#コレドの夏」のハッシュタグをつけて
ツイッター、インスタグラムに投稿しよう！

館内設置のデジタルフォトプリント機で、
投稿した写真を選択。
およそ15秒で限定フレームのフォトをGET!!

切り離して使える!

※一部対象外店舗あり

※画像はイメージです。

※ご自身のアカウントを必ず「公開」設定にしてください



クラフトビアマーケット ［ビアバー］

おつまみまたはデザート1品サービス

1F collex ［インテリア雑貨］

お買い上げの方にお会計より5％OFF
※セール品は対象外

2F

CLASKA Gallery & Shop “DO”/DO TABELKA  ［ライフスタイルストア］

平日のランチタイム（11:00～17:00）に
ランチメニュー注文の方に指定のドリンクサービス

2F

まかないこすめ ［コスメ］

3,780円（税込）以上ご購入された方にお会計より5%OFF

3F 伊織 ［今治タオル取扱店］

ご来店された方にお会計より5％OFF
※刺繍代、配送料、BOX代、伊織商品券は除く ※一部除外品あり

3F

タビオ ［靴下］

2,160円（税込）以上ご購入された方に10％OFF
※セール品・一部商品対象外 ※グループ全員適応

3FSimply ［キッチン雑貨］

10,800円（税込）以上ご購入された方に8％OFF
※セール商品除く

3F

日本橋 箸長［箸・和小物］

1,000円(税込)以上ご購入された方に
箸先がすべらない箸を一膳プレゼント

2F

水戯庵 ［レストラン］

水戯庵オリジナル緑茶をプレゼント

福徳の森｜B1

串𠅘 ［串揚げ］
ウーロン茶orジャスミン茶サービス

4F

トップス ［カレー・パスタ・チョコレートケーキ］

ディナーでお食事された方にドリンク1杯サービス
※本人含むグループ10名様まで適応

4F

米祥 ［お米が主役の和食］

ディナータイムにお食事された方に小生
もしくはソフトドリンク1杯をサービス※グループ全員適応

3F

ジャスミン タイ ［タイ料理］

ソフトドリンク1杯サービス

3F

四川飯店 日本橋～Chen Kenichi's China～ ［中国四川料理］

お食事された方にワンドリンク・本日のデザート・ミニ月餅
いずれか一品をサービス

2F

カフェ エメ・ヴィベール［フレンチカフェ］

ディナータイムにメイン料理をご注文された方に
ワンドリンクサービス

1F

日本橋 木屋 ［刃物 他］

一品単価3,240円（税込）以上ご購入された方に
お会計より5%OFF※修理品、ギャラリー作家作品、セール品は除く

1F

kono.mi ［ナッツ菓子］

オリジナルクリアファイルプレゼント

1F

船橋屋［和菓子］

1,000円（税込）以上ご購入された方に
線香花火をプレゼント

1F

奥井海生堂 ［昆布］

2,160円（税込）以上ご購入された方に
越前和紙折り紙をプレゼント

1F

京つけもの 西利 ［京漬物］

11：00～18：00に1,080円（税込）以上
ご購入・お食事された方にワンドリンクサービス

1F

おばんざい・炙り焼き・酒 菜な ［和食居酒屋］

ランチタイムにご来店された方に菜な特選膳2,580円を2,100円にてご提供。
ディナータイムにご来店された方に小ビールorグラスワインをサービス

3F

ざくろ 室町店 ［しゃぶしゃぶ・日本料理］

ディナータイムに限りお食事された方にワンドリンクサービス

4F

中國名菜 孫 ［中国料理］

ディナータイムでお食事された方に生ビール小、
もしくはソフトドリンクをサービス

3F

ビストロ 石川亭 ［フレンチ ビストロ］

期間中、お食事された方に生ビール・赤白ワインまたは
ソフトドリンクサービス※グループ全員適応

3F

日本橋 墨之栄 ［原始焼き・鮮魚・日本酒］

酒粕ジェラート1つサービス
※本人含む4名様まで適応

2F

にんべん 日本橋本店 ［鰹節・調味料・だし場］

1,000円（税込）以上購入された方にお会計より5%OFF
※一部対象外あり

1F

箔座日本橋 ［箔製品・喫茶 他］

ご購入された方に箔座のあぶらとり紙(非売品）をプレゼント

1F

むぎとオリーブ ［ラーメン］

ご注文のお客さまに半熟卵をサービス

B1 日本橋 すし釣りきん ［寿司］

生本まぐろ中とろ一貫サービス

B1

干物まる ［干物］

お食事された方にお会計より5%OFF

B1

欧風カレー ガヴィアル ［カレー］

ドリンク（コーヒー、オレンジジュース、グレープフルーツジュース）
またはチーズトッピングをサービス※グループ全員適応

B1

とんかつ寿々木 ［とんかつ］

平日17:00以降・土日祝日全時間帯、ご来店された方に
ウーロン茶1杯サービス

B1

そば助・塩物語 ［そば料理］

500円(税込)ご購入された方にロールケーキをサービス
※本人含むグループ2名様まで適応

B1

日本橋 玉ゐ ［あなご料理］

17:00以降お食事ご注文の方にワンドリンクサービス
※特典対象はアートアクアリウム半券のみ

B1

お肉の専門店 スギモト ［お弁当・肉惣菜］

1,080円（税込）以上ご購入された方に
コロッケ（ビーフ）1つプレゼント

B1

ヴィノスやまざき ［ワイン・ワインバー］

ワイン購入時にレジにて10%OFF
※セール商品除く

1F

ビアカフェ ブルッグス ゾット ［ベルギービール・ベルギー料理］

17:00以降にお食事された方に会計時10%OFF
※グループ全員適応

2F

やなか珈琲店 ［コーヒー豆］

ご来店された方にドリンク全品100円引き
※１点のみ

1F

日本橋だし場 はなれ ［和ダイニング］

17：00～21：00（L.O.）にお食事された方に粗品をプレゼント

1F

VINOSITY maxime ［ワインバル］

対象商品をSNSでアップして頂いた方に
「こぼれスパークリングワイン」700円を500円で提供（1杯目）

1F

GRIP TAVERN［オーガニックイタリアン］

11：00～22：00にお食事された方に
溢れスパークリングワインをサービス※本人含む4名様まで適応

2F

エルボラーチョ ［メキシコ料理］

ご来店された方にテキーラハイボールorテキーラコークハイorテキーラジ
ンジャーハイまたはコーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶のいずれか1杯

2F

SHIKOKU バル 88屋 ［和バル］

オススメドリンク1杯100円（税込）

2F

八海山 千年こうじや ［日本酒Bar］

17:00以降お食事された方に八海山の原酒で仕込んだ
うめ酒を1杯サービス

1F

モロゾフ 窯だしチーズケーキ［洋菓子］

「金魚」商品を含め6個以上ご購入された方に
エダムチーズケーキを1個プレゼント

B1 玖子貴 ［さつま揚げ］

1,000円(税込)以上ご購入された方に
やきもろこしをプレゼント

B1

手造りハム工房 レッカービッセン ［ハム・ソーセージ］

ランチセットお買い上げの方にお会計より5％OFF

B1

重慶飯店 GIFT & DELI ［中華・点心］

重慶飯店全売店でご利用できる5%割引券を全員にプレゼント
※お食事、総菜は除く

B1

詳しくはコチラ ▲

COREDO
MUROMACHI

金魚モチーフの
多彩なグッズやメニューが大集合! 
コレド室町で夏を楽しもう。 

コレド室町で開催中!

レストラン・イートイン 店舗特典 食物販 店舗特典 物販 店舗特典店舗特典の表記について

OR 限定 特典一覧
※掲載価格は消費税（本体価格の8%）を含んだ総額表示となっております。店頭では税抜価格で表記している場合もございます。
※他サービスとの併用はできません。
※入場半券のご提示やお申し出が遅れた場合､特典が適用されないことがございます。あらかじめ入店時にお問い合わせください｡
※特典内容は予告なく変更となる場合がございます｡あらかじめご了承ください。
※1チケットご提示につき、提示された方にのみサービスが適用されます。
※特典は店舗をご利用の方に限ります。

アートアクアリウム2019の
入場半券ご提示 ゆかた着用

TICKET

アートアクアリウムの入場半券ご提示 or ゆかたの着用で、
対象店舗にて様々なサービスが受けられます。


