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ECO EDO 日本橋 実行委員会 
名橋「日本橋」保存会 
三 井 不 動 産 株 式 会 社  

 

日本橋で江戸時代に始まった金魚を楽しむ涼の文化。今夏、「金魚の街」として粋によみがえる 

『ECO EDO 日本橋 2015 ～五感で楽しむ、江戸の涼～』 
2015年7月10日(金)～9月23日(水・祝) 日本橋地区で開催 

 
 
ECO EDO 日本橋 実行委員会および名橋「日本橋」保存会は、日本橋地区において 2015 年 7 月 10 日（金）から 9

月 23 日（水・祝）までの期間、今年で 8 回目となる日本橋地域の夏のイベント『ECO EDO 日本橋 2015 ～五感で楽

しむ、江戸の涼～』を開催いたします。今年は、江戸時代に日本橋で庶民文化として楽しまれるようになった「金魚」

をテーマに、様々な施策を展開します。 
 

今年初実施となる試みは 2 つ。1 つ目は、AR アプリ「ECO EDO 日本橋 金魚ナビ」で、アプリを起動すると金魚と共に街を散

策できるサービスを展開いたします。2 つ目は、日本橋の“粋”な江戸文化を体験できる金魚をテーマとしたワークショップも

多数展開します。その他、仲通りを彩る金魚提灯や金魚を中心とした水中アート展覧会『ECO EDO 日本橋アートアクアリ

ウム 2015～江戸・金魚の涼～＆ナイトアクアリウム』が開催されるほか金魚のデコレーションが施された観光船での

「ECO EDO 日本橋 納涼金魚ちょうちん船」や、周辺商業施設や老舗店による「金魚メニュー&グッズ」、毎年好評の浴

衣着用、もしくはアートアクアリウム展の半券提示でお得な限定サービスを受けられる「ゆかた・アートアクアリウム特典」や全国の

猛者が一堂に集う「日本橋金魚すくいグランプリ」などを開催。日本橋の街中が金魚一色に染まります。 
 
日本橋は江戸時代より五街道の中心として商業が栄え、庶民文化が花開いた街であり、庶民でも生活を楽しむ余裕

や感度が生まれました。この時代に生まれた独特の生活文化、美意識には、日本橋特有の“粋”の精神が見られます。

『ECO EDO 日本橋』は、“粋”の精神を踏襲しつつ“涼”をとる生活の知恵や工夫を現代流にアレンジした様々なイベ

ントを街中で開催します。“見て”涼を感じる「金魚」、“着て”涼をとる「浴衣」、“江戸の知恵”が詰まった「舟遊び」・「打

ち水」など、日本情緒溢れる納涼気分を五感で是非、体感いただきたく、ご案内申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第2弾プレスリリース 

2015年6月18日 
報道関係者各位 

 

＜日本橋エリアの金魚グッズ＆メニューの一部＞ 

 

＜初の夏を迎える福徳神社の参道の仲通り沿いに軒を連ねる、金魚提灯＞ 

＞ 

 

＜今年初実施となるAR(仮想現実)モバイルアプリや金魚ワークショップ＞ 

＜金魚にフォーカスした水中アート展や、日本橋金魚すくいグランプリ＞ 

 ※上記画像はすべてイメージです 
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「金魚提灯」 
 

期間：ワークショップにより異なる 

場所：日本橋案内所（コレド室町1） 

 
 

 

期間：7月23日(木)～8月29日(土) ※運休有 

場所 ：日本橋船着場 

 

「金魚提灯」 
 

期間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 

場所：日本橋 仲通り 

 
 

 

 

場所：橋楽亭（コレド室町3） 

 

 

場所：橋楽亭（コレド室町3） 

「ECO EDO 日本橋 2015 ～五感で楽しむ、江戸の涼～」実施概要 

期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝） 

主 催：ECO EDO 日本橋実行委員会、名橋「日本橋」保存会 

問 合 せ 先：ECO EDO 日本橋 2015 運営事務局 TEL 03-5225-0505(7月10日～9月23 日/平日11:00～20:00) 

イ ベ ン ト マ ッ プ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

金魚ワークショップ 

 

期間：7月17日（金）時間未定 

場所：日本橋 滝の広場 ※雨天中止 

 

 

 

期間：8 月 30 日(日)時間未定 

場所：日本橋 滝の広場 

 

 

 
期間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 

場所：日本橋三井ホール 

 

ECO EDO日本橋アートアクアリウム2015 

～江戸・金魚の涼～＆ナイトアクアリウム 

日本橋 打ち水大作戦 2015 日本橋 金魚すくいグランプリ決勝 ECO EDO 日本橋 納涼金魚ちょうちん船 

金魚提灯 

日本橋エリアの店 
 
期間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 

・ゆかた・アートアクアリウム特典 

・オリジナルモバイルアプリ 

  「ECO EDO 日本橋 金魚ナビ」 

・金魚グッズ/メニュー販売 

日本橋エリアの店舗・施設で実施 
橋楽亭ゆかたステーション 

 

期間：会場により異なる 

場所：コレド日本橋、日本橋三越本店 
日本橋髙島屋、YUITO 

 

日本橋金魚すくいグランプリ予選 

日本橋 髙島屋 

コレド 日本橋 

コレド 室町 

YUITO 

日本橋船発着場 
日本

橋 

日本橋 三越本店 

1day 浴衣レッスン 
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 ECO EDO 日本橋とは 

2008年 8月、名橋「日本橋」保存会や地元団体、企業などが中心となり「ECO EDO 日本橋 実行委員

会」を設立。「人と人、人と自然のつながりを大切にしていた江戸の人々の共生の精神を今に伝え日本橋なら

ではの新たなスタイルを創造し、発信するまちへ」をテーマに掲げ、『ECO EDO 日本橋 宣言』を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 名橋「日本橋」保存会とは 
天下の名橋であり、五街道の起点である「日本橋」が高速道路によって覆われ、美観が損なわれてしまったの

は1963年のこと。この「日本橋」を蘇らせ、少しでも良い状態で後世に伝えたいと、1968年に本会が発足し

ました。現在は「橋洗い」など様々なイベントを通して、日本橋のPR活動を行っています。 

※ECO EDO 日本橋 2015の詳細は、「まち日本橋」（http：//www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2015）にて 

随時最新情報をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECO EDO 日本橋 宣言 

 

江戸のまちに暮らす人々は、モノを大切に使い、 

自然とも共生する知恵と技術で、循環型社会を実現していました。 

持続可能な「平和」の時代を支えていたのは、 

人と人とのつながりを重んじる心、 

自分勝手なふるまいを慎み、自分も周りも気持ちよく暮らす生き方です。 

 

雨の日、狭い路地ですれ違う時に傘を外側に傾ける「傘傾げ」もその一つ。 

互いに濡れないようにという「思いやり」の気持ちと、 

傘が破れないようにという「モノを大切に使う」気持ちがあります。 

 

ECO EDO 日本橋とは、 

そんな江戸のまちに息づいていた共生の精神をいまに伝え、 

日本橋ならではの新たなスタイルを創造し、発信するまち。 

 

実行委員会長が語るECO EDO日本橋への想い 

◆江戸の知恵を現代の暮らしに活かす“ECO EDO” 

「電力のなかった江戸時代の人々は、工夫を重ねながら涼を取り、自然と共生し、

ものを大切に扱う循環型社会を築いていました。日本橋は、いまも江戸文化が息

づく街。だからこそ説得力があり、意味のある活動だと感じています。打ち水や

ゆかた、川辺での夕涼みや金魚の観賞など、江戸時代から伝わる夏の風物詩を通

して、環境に目を向けるきっかけが生まれればと思っています。」 
ECO EDO 日本橋 実行委員会 会長 兼 

名橋「日本橋」保存会 会長 

中村 胤夫 氏 
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オリジナルモバイルアプリ「ECO EDO 日本橋 金魚ナビ」 
 
イベント期間限定で、今年初のコンテンツとしてオリジナル携帯電話アプリを 

リリースいたします。本アプリをダウンロードすると浴衣特典など様々なお得情報や、 

各イベント会場までの誘導、SNSでのシェアなどお客様の利便性をサポートします。  
期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) ※予定 

料 金：無料 

利用手順：アプリをダウンロード(App Store/Google Play)後、アプリを起動。 
 
 
 
金魚提灯 
 
今年初めての夏を迎える福徳神社に続く参道「仲通り」沿いを彩る提灯や行灯。 

その100個の提灯が、金魚柄となり“粋な江戸気質”感じる金魚街道を作り出します。  
期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) ※予定 

場 所：日本橋 仲通り 
 
 
ゆかた・アートアクアリウム特典    
老舗店舗を含む参加店舗で、浴衣着用、もしくはアートアクアリウム展 2015 の半券提示で、ワンドリンク無料や涼アイテムプ
レゼントなどの限定サービスを提供します。日本橋を彩る金魚提灯や、金魚グッズ、金魚メニューを楽しみながら、素敵な特
典を受けることができます。  

期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 

参加店舗：188店舗(6月18日時点)  
特典一例：※詳細はP.10添付資料をご参照下さい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本橋 打ち水大作戦 2015 
 
「日本橋」橋上で地元の方々が浴衣姿で打ち水を実施します。 

※ゲスト登場予定  
期 間：7月17日（金）時間未定 ※雨天中止 

場 所：日本橋 滝の広場  

第一園芸（日本橋室町店） 

1,000 円(税別)以上ご購入で、 
ミリオンバンブープレゼント。 

濱
はま

甼
ちょう

髙
たか

虎
とら

（日本橋浜町） 

3,000(税別)円以上ご購入で、財布手拭プレゼント。 

ECO EDO 日本橋 納涼金魚ちょうちん船(日本橋船着場） 

3,500 円(税込)以上ご利用で金魚グッズプレゼント。 

＜ECO EDO 日本橋 2015期間中の主催イベント＞ 

 

2013年の様子 

 

 初実施！  

 

初実施！ 

 

 福徳神社の参道に出現！ 

 

※赤字は金魚に関連したイベントです 

 

日本橋案内所（コレド室町1） 

3,000 円(税込)以上ご購入で、 

オリジナル巾着プレゼント。 

奥井海生堂(コレド室町1) 

3,000 円(税込)以上ご購入でわさび昆布プレゼント。 

tabio（コレド室町3） 

2,000 円(税別)以上ご購入で、 
ノベルティプレゼント。(数量限定) 

八海山 千年こうじや（コレド室町2） 

ディナータイム利用で梅酒 1 杯サービス。 

QRコード 

福徳神社と金魚提灯イメージ 
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ECO EDO 日本橋アートアクアリウム 2015～江戸・金魚の涼～＆ナイトアクアリウム 

 

『ECO EDO日本橋 2015』総合プロデューサーが手掛ける水中アート展覧会。江戸時代から日本橋で夏の風物詩として日本

人に親しまれてきた“金魚”にスポットをあて、“和”をテーマに、最新の照明や映像、香りなどの演出技術が融合した唯一無

二の展覧会です。毎年、日本橋では、大型新作を複数お披露目します。 

期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 場 所：日本橋三井ホール（コレド室町1  5階 ※エントランスは4階) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECO EDO 日本橋 納涼金魚ちょうちん船   
金魚のデコレーションが施された観光船でナイトクルージングをお楽しみいただけます。 

8月1日(土)、22日(土)、29日(土)は「ECO EDO 日本橋 キッズスペシャル船」として、 

お子様向けの特別船を出航。船内で食べ放題のかき氷で涼を取りながら、 

数々の橋や東京スカイツリー®等の夜景が楽しめます。  
期 間：7月23日(木)～8月29日(土) の木・金・土曜 

※7月25日(土)、8月8日(土)、13日(木)～15日(土)は運休 

コ ー ス：日本橋船着場 → 隅田川（東京スカイツリー®付近）→ 日本橋船着場 

料 金：3,500円 (税込・かき氷食べ放題付き) 

問合せ先：新日屋 TEL 03-5652-5403(平日10：00～17：00) 
 

第3 回日本橋金魚すくいグランプリ 
 

各地から腕自慢が集まる金魚すくいの祭典「第 3 回日本橋金魚すくいグランプリ」を開催。地域の商業施設で開催される予選会

を勝ち進んだ猛者たちが、日本橋滝の広場で決勝ラウンドを行います。優勝をかけて自慢の技術を披露し合います。  
期 間(予選)：7月18日(土)、19日(日)11：00～17：00（コレド日本橋） 

8月1日(土)、2日(日)11：00～18：00（日本橋三越本店） 

8月8日(土)、9日(日)11：00～16：00(日本橋髙島屋) 

8月22日(土)、23日(日)11：00～15：00 (YUITO)  

(決勝)：8月30日(日)時間未定(日本橋 滝の広場)※雨天時：コレド日本橋   地下1階 アトリウム 

料 金：500円(税込・1人1回限定) 

参加方法：当日各予選会場にて受付（各予選会場の成績上位5名が決勝へ） 

 

 

ECO EDO 日本橋 2015 × 金魚ワークショップ 
 
日本の夏の風物詩“金魚”をモチーフに、オリジナルの作品づくりが体験できるワークショップを開催します。 

子どもから大人まで参加でき、完成した作品はすべて持ち帰りいただけます。 
 
場 所：日本橋案内所 （コレド室町1  地下1階） 

問合せ先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010(10：00～21：00) 

参加方法：事前予約制(先着順・空きがあれば当日参加可) 

ワークショップ一例： 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

② 「和紙ちぎり絵」 
道具を使わずに指でちぎった和紙を団扇に貼って金魚を描き、 

優しい風合いのオリジナル「金魚うちわ」を作ります。 

期 間：8月14日（金）、29日（土） 

時 間：13：00～／15：00～ 

定 員：各回8名 

料 金：1,000円(税込) 

 

① 「金魚ちょうちんづくり」 
丸い体に黒い目と口をのりづけし、 
思い思いの模様を描いて、オリジナルの 
山口県柳井市の郷土民芸品「金魚ちょうちん」を作ります。 

期 間：8月22日(土)、23日(日)  

時 間：22日は12：00～17：00に一時間毎、 

23日は11：00～17：00に1時間毎 

定 員：各回12名 

料 金：1,000円(税込) 

 イメージ 

 

イメージ 

イメージ 

 

＜ECO EDO 日本橋 2015期間中の連携イベント＞ 金魚情報① 

 初実施！  

 

イメージ 

 

アートアクアリウム プロデューサー兼 
ECO EDO日本橋 2015総合プロデューサー 

木村 英智 氏 

◆ 金魚と日本橋の歴史 

金魚は、江戸時代に日本橋界隈を中心に花開いたと言われる世界

に誇る日本の生活に根付いた文化です。室町時代では大変な贅沢

品だったといわれていますが江戸時代になると、武士や豪商が屋

敷の池で金魚を飼うようになり、金魚は街を彩る「華」としても

てはやされ、暑い夏には「涼」として素敵に飾られました。 

庶民でも手に入れられるようになった江戸後期には、浮世絵や家

具・着物の柄に描かれるほど金魚ブームが起こり、今日までつづ

く日本独自の金魚文化が発展する礎となったのです。 
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日本橋エリアの金魚グッズ・メニュー 
 
ECO EDO 日本橋 2015のテーマ“金魚”をモチーフにしたオリジナル商品が多数登場いたします！ 
 

金魚グッズ 一例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
金魚メニュー 一例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小物も金魚でオシャレに！  
 
 

いつでも金魚袋を持ち歩ける！  

金魚袋をイメージした巾着です。 

空中に浮かぶ金魚で涼む！ 
 
 

 

商品：江戸風鈴・金魚 
料金：2,700 円（税込・限定 30 個） 
店舗：everyday by collex 

（コレド室町 3  2 階） 

色鮮やかなお色みの金魚手ぬぐい。 
浴衣にもさらりと合わせたい一枚です。 

金魚の絵柄が涼しげな、今も昔も変わらぬ 
風情を楽しめる風鈴です。 

器を使うたびに金魚がお出まし！ 

 

 

 

 

 
 
 

キャンディーや小さなお菓子を入れてお中元に。 
かわいい金魚柄は夏の贈り物にぴったりです。 

おうちで簡単に金魚型クッキー！ 
かわいらしい金魚型のクッキーができます。
お好みでアイシングをしてさらに可愛く！ 

商品：艶やか涼金魚手ぬぐい 
料金：1,080 円（税込・各 20 枚限定） 
店舗：かりんころん 

(日本橋三井タワー  地下 1 階) 

商品：注染手拭い 金魚すくい 
料金：1,620 円（税込・限定 50 個） 
店舗：大日本市 by 中川政七商店 

(コレド室町 3  2 階) 

商品：クッキー型 金魚 
料金：270 円（税込） 
店舗：富澤商店(コレド室町 3  地下 1 階) 

商品：キャラメルボックス 金魚 
料金：5,400 円（税込） 
店舗：漆器 山田平安堂 (コレド室町 3  2 階) 

商品：ECO EDO コラーゲンカクテル（桃） 
料金：500 円（税込） 
店舗：わたす日本橋 

 

商品：ECO EDO コラーゲンカクテル（ブルーハワイ） 
料金：500 円（税込） 
店舗：わたす日本橋 

グラスに金魚が泳ぐ爽やかな一杯！ 

桃、はちみつレモン、ブルーハワイの3種のフレーバーから選べるお肌に嬉しいコラーゲンカクテルに、 
涼しげに泳ぐ金魚型ゼリーを浮かべた夏にピッタリの期間限定・美容ドリンクです。 

＜ECO EDO 日本橋 2015期間中の連携イベント＞ 金魚情報② 
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アートアクアリウム ゆかたステーション（完全事前予約制） 
 
アートアクアリウムの入場券と着付け師による浴衣の着付け・着崩れ直しサービスが 

セットになった、日時指定（完全事前予約制）の特別チケットを発売いたします。 

本チケットをご利用の方は、優先的に『ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム2015 

 ～江戸・金魚の涼～』にご入場いただけます。  
期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 

時 間：10：30～20：00（最終受付19：30） 

場 所：コレド日本橋   地下1階 アトリウム 

料 金：3,240円（税込・アートアクアリウム入場券付き） ※浴衣はご自身で持参いただきます。 

販 売 方 法：全国のセブン-イレブンのセブンチケット 

問 合 せ 先：アートアクアリウム事務局 TEL 03-3270-2550（7月10日～9月23日/10：30～20：00） 

 

橋楽亭ゆかたステーション(事前予約制) 
 
昨春オープンした和室でのゆかた着付けサービス。 
ゆかたレンタル＆着付けも予定。 

期 間：7月4日(土)～8月29日(土)期間中の毎週土曜日 

時 間： 橋楽亭 （コレド室町3  3階） 

料 金：浴衣着付け 3,000円（税込） 

 ゆかたレンタル＆着付け 5,500円(税込) 

問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403（平日10：00～17：00） 

 

1day 浴衣レッスン  
大人の女性に似合う上品で美しい浴衣姿をテーマに、浴衣の着付けと帯結びをマスターします。 

レンタルもあり、手ぶらで気軽にご参加頂けます。  
期 間：7 月 12 日(日) 
時 間：10：30～12：00 

場 所：橋楽亭 （コレド室町3  3階） 

定 員：20名 

料 金：3,240円(税込・浴衣レンタル希望の方は+540円(税込)) 

問 合 せ 先：WAnocoto TEL 03-5772-6663  URL http：//www.wanocoto.com/coredo.html 
 

 

ゆかた de YUITO 2015 
 
ゆかた一式のプレゼント・着付け・YUITOディナーをセットでお得にお楽しみいただけます(24,000円相当)。 

※YUITOディナーは、YUITO及び YUITO ANNEX企画参加飲食店の中からお選びいただきます。  
期 間：7月24日（金）～26日（日）、31日（金）、8月1日（土）、2日（日）、7日（金）～9日（日）、14（金）～16日（日）) 

時 間：17：00～20：00 

場 所：YUITO 5階、6階 

料 金：女性 12,000円、男性16,500円（税込） 

※食事のみ5,000円(税込)のプラン有 

※4名以上のお申込みでアートアクアリウム入場券を全員にプレゼント 

問 合 せ 先：YUITO TEL 03-3277-8200 

 

ゆかた de ラッキーデー 
 
7月7日の“ゆかたの日”にちなみ、期間中にゆかたや甚平姿で対象の施設へ 

来店された方に素敵なサプライズ特典をご用意しております。 
期 間：7月3日（金）～7日（火） 

参 加 施 設：日本橋三越本店、日本橋髙島屋、大丸東京店、コレド室町1・2・3、 

コレド日本橋、日本橋三井タワー、日本橋三四四会の一部店舗 

問 合 せ 先：詳細は各商業施設に設置されているチラシに記載 

  

＜ECO EDO 日本橋 2015期間中の連携イベント＞ 浴衣情報 

2013年の様子 

 

イメージ 

 

イメージ 

 

イメージ 

 

イメージ 
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日本橋クルージング  
2011 年に完成した日本橋船着場。年々乗船客数が増加し、2015 年度は昨年対比で乗船率は約 180％に。 

大小様々な船が発着し、涼を取りながら、数々の橋や東京スカイツリー®等の景色がお楽しみいただけます。 

※詳細は事業者により異なります。 

 
① 「東京湾クルージング」 
事前予約なく、直接日本橋船着場から乗船できる人気クルーズ。 

屋根がないのでクルージングの風を感じられます。 
期 間：7月10日(金)～9月23日(水・祝) 平日 3～4便、土日祝 5～7便 

コ ー ス：日本橋船着場 → 隅田川（東京スカイツリー®付近）→ 日本橋船着場 

料 金：大人1,500 円／小学生 800 円(税込) 

問 合 せ 先：http://www.ss3.jp/ 

 
② 「リムジンボート 貸切クルーズ」 

水上のファーストクラス「リムジンボート」で日本橋を楽しむクルージング。 

ソファやスカイルーフ、ドリンクサービス、Wi-Fi など様々なサービスを常備。  
期 間 ・ 料 金：チャーター便のため要問合せ 

定 員：12 名 

問 合 せ 先：http：//www.limousineboat.com/boarding/ 

 

③ 「江戸東京再発見コンソーシアム」 

【歴史感じるお散歩クルージング『お江戸日本橋舟めぐり』全6コース】 

期 間：7月10日（金）～8月末まで16日間開催（1日2～3便）※9月以降は7月中旬以降発表予定） 

料 金：大人2,500円～3,500円（税込・歴史ガイド、特製古地図のお土産付き） 

【エコ舟で夕涼みクルージング ECO EDO日本橋・夕涼み舟】 

期 間：7月23日（木）、26日（日）、8月7日（金）、9日（日）、24日（月） 

料 金：2,500 円(税込) 

問 合 せ 先：http：//www.edo-tokyo.info/ 

 

④ 「日本橋川・神田川めぐり」 
小型水上バス「カワセミ」で。日本橋川から神田川までめぐる 80 分のクルージング。 
川幅が狭いため、両岸の景色を間近に堪能でき、途中の隅田川の解放感も楽しめます。  

期 間：水曜・日曜・休日 不定期運航 ※運航状況は要問合せ 

コ ー ス：日本橋船着場～日本橋川～隅田川～神田川 

料 金：大人 2,060 円／小学生 1,030 円（税込） 

問 合 せ 先：http：//www.tokyo-park.or.jp/waterbus/ 

 

⑤ 「中央区内舟遊クルージングと日本橋老舗巡り」 
日本橋川から晴海まで巡るクルージングに加え、日本橋の老舗店舗 3 軒で 
お買い物も楽しめるセットツアーです(たいめいけんのかつサンド軽食付き)。  

期 間：9 月 19 日(土) 3 便運行予定 

コ ー ス：日本橋船着場～日本橋川～隅田川～晴海＋日本橋老舗巡り(3 軒) 

料 金：大人 3,500 円／小学生 2,500 円（税込） 

問 合 せ 先：http：//suito.or.jp/ 

 

⑥ 「舟遊びみづは 夕暮れ・夜景舟遊び」 
日本橋から 60 分で、レインボーブリッジ、東京タワー、東京スカイツリー®や 

都市の夕暮れ、夜景を楽しむ納涼舟です。  
期 間：7 月 10 日（金）、12 日（日）、24 日（金）、25 日（土）各日 2 便 

コ ー ス：日本橋船着場～日本橋川～亀島川～隅田川支川～朝潮運河～隅田川 

料 金：大人 3,500 円／小学生 1,500 円（税込） 

問 合 せ 先：http：//www.funaasobi-mizuha.jp/ 

小型水上バス「カワセミ」 

＜ECO EDO 日本橋 2015期間中の舟情報＞ ※ゆかた・アートアクアリウム特典

対象 

イメージ 

音が静かな電気ボート 

リムジンボート 

NANO1号・NANO2号 

イメージ 

http://www.limousineboat.com/boarding/
http://www.edo-tokyo.info/
http://www.tokyo-park.or.jp/waterbus/
http://suito.or.jp/
http://www.funaasobi-mizuha.jp/
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金魚がテーマのワークショップ  
日本の夏の風物詩“金魚”をモチーフに、オリジナルの作品づくりが体験できるワークショップを開催します。 

子どもから大人まで参加でき、完成した作品はすべてお持ち帰りいただけます。 
 
場 所：コレド室町1  地下1階 日本橋案内所 

参 加 方 法：事前予約制(先着順・空きがあれば当日参加可) 

問 合 せ 先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010（平日 10：00～21：00） 
 

① 「英語で ORIGAMI」 
日本橋案内所のインターナショナルコンシェルジュと一緒に、おりがみで金魚と浴衣を作ります。 

期 間：7月12日（日）、19日（日） 

時 間：13：00～／15：00～ ※各回約30分 

定 員：各回6名 

料 金：500円（税込・材料費含む） 
 

② 「金魚はんこづくり」 
自由に書く金魚のイラストや名前を使って、オリジナルの「金魚はんこ」を作ります。 

期 間：8月2日（日）、9日（日） 

時 間：13：00～／15：00～ ※各回約30分 

定 員：各回6名 

料 金：500円（税込・材料費含む） 
 

外国人も楽しめる和文化体験イベント 
 
日本橋では外国人の方に日本の奥深い伝統文化の魅力を感じて頂くため、和文化体験イベントを行っております。 

英語が話せるスタッフもいるため、どなたでもお気軽にご参加いただけます。 

① 「BEST of JAPAN Gourmet Tour」 
外国人観光客・旅行者を対象とした、コレド室町1、コレド室町2、コレド室町3の各店舗の 

英語ガイドツアー(プチギフト付き)。※フランス語、イタリア語などでのツアーも可。 

期 間：毎週土曜日(通年) 

時 間：15：30～17：00 

料 金：1,000円(税込) 

定 員：各回2～8名 

場 所：日本橋案内所 （コレド室町1  地下1階） 
参加方法：事前予約制(参加希望日の前日昼 12：00 まで) 
問 合 せ 先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010(平日10：00～21：00) 
 

② 「浴衣レンタル＆着付け」 
日本の浴衣をレンタルし、着付け体験をすることができます。着替えた後は荷物を預けて 

日本橋の街の散策や写真撮影をお楽しみ頂けます。 

期 間：毎週土曜日(通年) 

時 間：10：30～15：30(返却は18：00まで) 

料 金：5,500円(税込) 

場 所：橋楽亭 （コレド室町3  3階） 

参加方法：事前予約制 

問合せ先：新日屋 TEL 03-5652-5403(平日10：00～17：00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老舗の街日本橋で日本文化発信 
◆インターナショナルコンシェルジュの文化発信 
ECO EDO 2015 日本橋開催期間中には、日本橋案内所のきものを着たインターナショナルコ

ンシェルジュが、海外でも注目の日本文化「折り紙」をテーマに、英語で折り方をレクチャーす

るワークショップなどを実施致します。 
 
◆江戸の知恵を海外の方にも体験していただきたい“ECO EDO” 
「東京・日本橋では、海外からお越しの方にぜひお勧めしたい“おもてなし企画”を開催してい

ます。私たち、日本橋案内所のインターナショナルコンシェルジュが、日本の食文化をテーマ

にコレド室町1・2・3を英語で案内するツアーや、日本の文化や生活様式を体験する企画を 

行っています。その他にも、きものを着て街を散策したり、お茶やお座敷遊びを体験したり、 

日本の伝統的な味や技などを、国の内外問わずお客様が一緒に楽しめる企画を 

ご用意しています。」 

＜ECO EDO 日本橋 2015期間中の連携イベント＞ 外国人向け 

イメージ 

 

日本橋案内所 コンシェルジュ 
アリア・カーターさん 

 

イメージ 
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三井記念美術館イベント情報 

特別展 錦絵誕生250年 フィラデルフィア美術館浮世絵名品展 春信一番！写楽二番！ 

期 間：6月20日（土）～ 8月16日（日） 

時 間：10：00 ～17：00(入館は16：30まで) 

料 金：一般1,300円／70歳以上1,000円／大学・高校生800円／中学生以下無料 

内 容：アメリカ・フィラデルフィア美術館が所蔵する4,000点以上の浮世絵コレクションから150点を厳選し、日本で初めて展示いたします。 
 

特別展 蔵王権現と修験の秘宝 

期 間：8月29日(土)～11月3日(火・祝) 

時 間：10：00 ～17：00(入館は16：30まで) 

料 金：一般1,300円／70歳以上1,000円／大学・高校生800円／中学生以下無料 

内 容：修験道の根本聖地である金峯山寺ほか、奈良県吉野金峯山修験に関わる仏像、曼荼羅図と、経筒、経箱、鏡像、懸仏など経塚遺品、 

鳥取県三徳山三佛寺の多数の蔵王権現像を一堂に展示する展覧会です。 

＜添付資料＞ 

＜ゆかた・アートアクアリウム特典 参加店舗・施設＞（6月18日現在） 
※詳細は(http：//www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2015)にて、7月初旬に公開を予定しております。 
※ご利用の際には「ECO EDO日本橋 ゆかた・アートアクアリウム特典を見た」と必ず各店スタッフにお申し付けください。 

※原則として、店舗で購入・飲食されたお客様が対象となります。 

※他割引、他サービスとの併用はできません。 

※参加店舗・施設の特典内容、対象条件などは予告なく変更・終了となる場合がございます。予めご了承ください。 

※原則としてお一人様、一店舗につき一回限りの利用となります。 

※営業時間、定休日は各店舗・施設に準ずるものとします。 

 

 

日本橋室町・本町、日本橋エリア

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

1 割烹　とよだ 割烹料理 税別3,000円以上お食事された方に『とよだオリジナル手拭い』をプレゼント

2 日本橋ふくしま館 アンテナショップ ソフトクリーム 350円→250円

3 らいん カレー専門店 お食事された方にお会計より100円引き

4 日本橋蛇の市本店 鮨 税別2,000円以上お食事された方に日本酒1杯をサービス

5 肉鮮問屋　佐々木 すき焼・しゃぶしゃぶ ディナータイムにお食事された方に最初の1杯をサービス

6 てん茂 てんぷら お食事された方にオリジナル手拭いをプレゼント　※先着30名様

7 たいめいけん レストラン お食事された方にアイスクリームをサービス

8 室町 砂場 日本そば お食事された方に生ビール1杯または冷ししるこ1杯をサービス

9 山本海苔店 日本橋本店 海苔小売販売 税込1,080円以上ご購入された方に『海苔茶漬』2袋をプレゼント

10 日本料理 ゆかり 日本料理 お食事された方に食前酒をサービス

11 黒江屋 漆器 お会計より2割引

12 日本橋室町 豊年萬福 居酒屋 ランチタイムにお食事された方にソフトドリンクをサービス　※ミカドコーヒーを除く

13 八木長本店 鰹節・乾物 税込1,000円以上ご購入された方に『かつおせんべい（2枚入）』をプレゼント

14 ときわ木 和生菓子 税込1,500円以上ご購入された方にあめ1袋をプレゼント

15 山本山 お茶・海苔 税別1,000円以上ご購入された方に『お茶漬のり』をプレゼント

16 いけ増 日本橋店 和食・居酒屋 お食事された方にアサヒエクストラコールド1杯をサービス

17 おいでませ山口館 アンテナショップ 税込1,000円以上ご購入された方に『ゆずはちみつジュース』1本をプレゼント

18 日本橋天松 天ぷら専門店 17:00-20:00にお食事された方にビール小瓶・ノンアルコール・ウーロン茶・ジンジャエール・いずれか1本をサービス

19 鉄板焼き 東洋 鉄板焼き ディナータイムにお食事された方にグラススパークリングワインまたはウーロン茶1杯をサービス

20 日本橋 宮川 鰻店 お食事された方にかまぼこ入お吸物をサービス

21 ミカド珈琲店 日本橋店 喫茶店 2・3階の喫茶室をご利用のお客様に『ミカドサマープレゼント』をプレゼント

22 榛原 和紙 税別1,000円以上ご購入された方に『オリジナル蛇腹便箋』をプレゼント

23 寿司貞 寿司 お食事をされた方に旬の握り寿司1貫をサービス

24 オーベルジュ・ド・二レーヌ レストラン 17:00-20:30にお食事された方にグラスワイン1杯をサービス

25 BUNMEIDO CAFE（文明堂カフェ） カフェ・レストラン 17:00以降にお食事された方にお会計より1割引

26 わたす日本橋 カフェ ご飲食された方に東北産の牛乳でつくったソフトクリームをサービス

27 小林宝林堂 和家具・漆器 税別300円以上ご購入された方に『輪島拭漆 塗箸』をプレゼント

28 ニホンバシ イチノイチノイチ 和食ダイニング お食事された方にスパークリングワイン1杯をプレゼント

29 第一園芸 日本橋室町店 フラワーショップ 税別1,000円以上ご購入された方に『ミリオンバンブー』をプレゼント

30 首都高 日本橋本町駐車場 駐車場
日本橋本町駐車場をご利用の方に、駐車券1枚につき1枚の『200円無料サービス券』をプレゼント　※期間中、駐車場

中央の管理員室に駐車券をお持ちください

31 三井記念美術館 美術館 一般1300円→1000円、学生800円→600円　※着物着用者も対象、11/3まで実施

32 榮太樓總本鋪 飴・和菓子 税別500円以上ご購入された方に『榮太樓飴（6粒入）』をプレゼント　※喫茶室「雪月花」の利用も含む

33 食工房あらじん 洋食屋 ランチタイムに税込1,000円以上お食事された方にアイスコーヒー1杯をプレゼント

34 ZEN茶'fe カフェ ご来店された方に対象のドリンク（20種類以上）半額でご提供

35 小津和紙 和紙 税込1,080円以上ご購入された方に小津オリジナル商品をプレゼント

36 伊勢定本店 うなぎ お食事された方にオリジナルとんがらしをプレゼント

37 奈良まほろば館 アンテナショップ 税込1,000円以上ご購入された方に金魚デザインのお菓子をプレゼント

38 日本橋案内所
インフォメーション・お土産・
カフェ

税込3,000円以上ご購入された方にオリジナル巾着をプレゼント　※柄は選べません

39 ヘアサロン大野 iki 日本橋本店 ヘアサロン ご来店された方にクールでフレグランスなシャンプーメニューをサービス

40 艶出専科本店 ヘアサロン ご来店された方にクールでフレグランスなシャンプーメニューをサービス
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東日本橋、人形町、その他エリア

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

41 よし梅 本店 懐石料理 17:00-21:00にお食事をされた方に食前酒またはソフトドリンク1杯をサービス

42 人形町 梅田 鰻・すっぽん お食事された方に自家製デザートを1品サービス

43 吉星 割烹料理 鱧コースをお食事された方にお好きな瓶ビール1本をサービス

44 リストランテ アルポンテ イタリアンレストラン お食事された方にグラスワインまたはソフトドリンク1杯をサービス

45 FESTINA LENTE イタリア料理 ディナータイムにお食事された方に生ビール、ハウスワイン（白・赤）、スプマンテのいずれか1杯をサービス

46 太田ベーカリー パン 税込216円以上ご購入された方に缶コーヒーをプレゼント

47 喫茶デルフリ村 喫茶 ご来店された方にアイスクリームをサービス

48 日本橋舟寿し 寿司割烹 16:30-22:00にお食事された方に生ビール1杯をサービス

49 高嶋家 和食・鰻 鰻重をお食事された方に肝吸を1杯サービス

50 魚十 和食 お食事された方に玉子焼（特製）をサービス

51 伊勢重 すき焼 お食事された方に『お肉屋さんのステーキソース』をプレゼント

52 うなぎ喜代川 うなぎ お食事された方にオリジナル手拭いをプレゼント　※7/24（金）を除く

53 いっぱい居酒屋 はすみ 居酒屋 お食事された方に400円以内のドリンク1杯をサービス

54 四季の味　さくれ 日本料理 お食事された方にデザートをサービス

55 日本橋いづもや うなぎ うな重（竹）以上をお食事された方に肝吸いをサービス

56 銭形 酒場 17:00-22:00にお食事された方に『自家製つくね焼き』をサービス

57 あひ鴨一品 鳥安 日本料理 お食事された方に最初の1杯（グラス）をサービス

58 東京唐草屋 風呂敷専門店 税別2,000円以上ご購入された方に粗品をプレゼント

59 三つはし 日本料理 お食事された方に最初の1杯をサービス

60 京家 和食 お食事された方にグラス生ビール1杯をサービス

61 中国料理 龍鳳 中華料理 税込1,000円以上お食事された方にプチデザートをサービス

62 日本料理 さくら 日本料理 税込1,000円以上お食事された方にプチデザートをサービス

63 竹久夢二のお店 港屋 和雑貨 税込500円以上ご購入された方に夢二デザインのハンカチをプレゼント

64 伊場仙 扇子・うちわ 1点以上ご購入された方にミニうちわ1本をプレゼント

65 濱甼髙虎 染色加工品 税別3,000円以上ご購入された方に『財布手拭』をプレゼント

66 人形町今半 本店
すき焼・しゃぶしゃぶ・鉄板

焼ステーキ
お食事された方に生ビールまたはソフトドリンク1杯をサービス

67 炭火焼肉あかぎ 焼肉 17:00-23:00にお食事された方にドリンク1杯をサービス

68 日本橋 古樹軒 ふかひれ・中華商材 1点以上ご購入された方に『白桃杏仁豆腐』または『マンゴープリン』をプレゼント

69 人形焼本舗　板倉屋 人形焼 ご来店された方に焼き立ての人形焼きまたは煎餅をお１つプレゼント

70 八重洲とよだ 日本料理 キンキのコース8,000円→7,000円（税別）　※要予約

舟遊・クルージング

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

71 日本橋クルーズ 船舶 大人料金 1,500円→1,300円、小学生料金800円→700円

72
中央区内舟遊クルージングと日本

橋老舗巡り
舟運 お会計より200円引き ※浴衣・半券の両方の方は400円引き

73 お江戸日本橋舟めぐり クルーズ運航 ご乗船いただいた方にオリジナルポストカードをプレゼント

74 舟遊びみづは 舟遊び業
①ご乗船の方にオリジナルポストカードをプレゼント

②浴衣・着物でご乗船の方には土佐和紙うちわをプレゼント

75 リムジンボートクルーズ 貸切クルージング ご乗船の方にワンドリンクをサービス

76
ECO EDO 日本橋 納涼金魚ちょうち

ん船
遊覧船 3,500円以上ご利用された方に金魚グッズをプレゼント

日本橋三越本店

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

77 たいめいけん レストラン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

78 広味坊 中華料理 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

79 韓美膳 韓国料理 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

80 築地　薮そば そば・天丼 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

81 イータリー イタリアン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

82 カフェウィーン カフェ お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

83 四季茶寮えど 懐石料理・甘味 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

84 雪月花 甘味 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

85 特別食堂　日本橋 レストラン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

86 グリル満天星 レストラン お食事の方にお会計より5％引き

87 代官山ASO　チェレステ イタリアン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

88 日本橋紫苑 中華料理 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

89 なだ万 懐石料理 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

90 ランドマーク レストラン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

91 ビアガーデン 「日本橋」 ビアガーデン ご入場された方にアディショナルビール1杯をサービス

92 コスメティックサロン コスメ
カウンセリングの上サンプルをプレゼント　※対象ブランド：オルラーヌ/ミキモト コスメティクス/ライスパワー/ユーグ

レナ/クリニーク/シスレー/キッカ/THREE/エスト/ボビィブラウン　※先着30名様　※なくなり次第終了

93 ナチュラル＆オーガニック
ナチュラル＆オーガニック

用品
ヘアケア、ボディケア商品を税込3,240円以上ご購入の方にお会計より10％引き　※一部除外品あり

94 リビング用品フロア リビング用品 リビングフロア各ショップにて税込5,400円以上ご購入された方に一筆箋プレゼント　※先着200名様
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日本橋髙島屋

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

95 ガーデニストクラブ 園芸店 税込2,160円以上ご購入された方に粗品をプレゼント

96 和洋食器 食器 税込5,400円以上和洋食器をご購入された方に粗品をプレゼント　※7/29（水）〜8/25（火）　※先着20名様

97 ブラックペイント スキンケア
税込10,000円以上ご購入された方に『プレミアムブラックペイント20ｇ』および『プレミアムベジタブルオイル5ｍｌ』をプレ

ゼント　※8/5（水）〜8/22（土）　※特価品を除く、先着20名様

98 オーガニックタオル　天衣無縫 オーガニックコットン製品 税込3,240円以上ご購入された方にミニタオルをプレゼント　※特価品を除く、先着30名様

99 糖朝 香港料理 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

100 資生堂パーラー レストラン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

101 そば処萱場 そば お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

102 天一 天ぷら お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

103 レストランローズ レストラン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス　※ミニメニューを除く

104 ディンタイフォン 飲茶・点心 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

105 洋食麦星 洋食 お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

106 アルポルトカフェ カフェ・イタリアン お食事された方に指定のドリンク1杯をサービス

107 スターライトビアガーデン ビアガーデン フードメニューをお一人様税込1,000円以上購入された方に指定のドリンク1杯をサービス

コレド日本橋

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

108 コスメキッチン コレド日本橋店 コスメ 1点以上ご購入された方にサンプルプレゼント　※なくなり次第終了

109 ブリスポイント ファッション ご購入された方にお会計より10％オフ

110 タビオ 靴下 税別2,000円以上ご購入された方にノベルティプレゼント　※バーゲン品除く

111 フットセラピー 足つぼ
半券提示で足ツボ30分・40分のコースが10％オフ　※浴衣の方入店不可　※他クーポンとの併用不可　※当日の半

券のみ有効

112 ファブリックス インテリア 税込3,240円以上ご購入された方にキッチンクロスプレゼント　※先着30名様

113 ドゥスール コレド日本橋店 レディス ファッション プロパー商品10%OFF ※他サービスとの併用不可

114 ネイルクイック ネイルサロン 施術メニュー10%OFF+金魚シールアート1箇所プレゼント　※ご予約時にお伝えください。商品購入のみは対象外

コレド室町1

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

115 トップス
カレー・パスタ・チョコレート
ケーキ

ディナータイムにお食事された方にワンドリンクをサービス

116 ざくろ 室町店 しゃぶしゃぶ・日本料理 ディナータイムにお食事された方にワンドリンクをサービス

117 串亭 串揚げ ディナータイムにお食事された方にスパークリングワインを1杯サービス

118 ビストロ 石川亭 フレンチ ビストロ ランチタイムにお食事された方にプチデザートをサービス

119 ジャスミン タイ タイ料理 ディナータイムに2名様以上でお食事された方に春雨サラダ1皿をサービス

120 おばんざい・炙り焼き・酒 菜な 和食居酒屋
①ランチタイムに『菜な特製膳』を2.580円→2.100円
②ディナータイムにお食事された方にビールまたはワイン1杯をサービス　※来店時または注文時に提示

121 平田牧場 遊 豚肉料理 お食事された方にドリンク一杯をサービス

122 中國名菜 孫 中国料理 ディナータイムにお食事された方に生ビール(小）またはソフトドリンク1杯をサービス　※注文時に提示

123 日本橋 墨之栄 原始焼き・鮮魚・日本酒 お食事された方に日本橋　墨之栄名物『天狗舞酒粕ジェラート』1皿をサービス　※コースメニュー・ランチは除く

124 ケ ヴォーリア！ イタリアン 17時以降にお食事された方に『アフォガード』をサービス

125
四川飯店 日本橋 ～Chin Kenichi
China～

中国四川料理 お食事された方に『杏仁豆腐』または『ミニ月餅』または1ドリンクをサービス

126 奥井海生堂 昆布 3.000円以上お買い上げの方に『わさび昆布』をプレゼント

127 京つけもの 西利 京漬物
1,000円以上お食事された方にグラスワイン（白）・コーヒー・紅茶・ソフトドリンクのいずれか1杯をサービス　※カフェタ
イム（15:00-17:00）を除く

128 箔座日本橋 箔製品・喫茶 ご購入された方に金箔職人製法で作られた本場金沢の名品『箔座のあぶらとり紙』をプレゼント

129 日本橋 木屋 刃物 他 税別3.000円以上ご購入された方にお会計より5％オフ　※セール品・修理品は除く

130 にんべん 日本橋本店 鰹節・調味料・だし場 物販商品を500円（税込）以上ご購入された方にお会計より5％オフ　※対象外商品あり

コレド室町2

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

131 SHIKOKU バル 88屋 和バル ディナータイムに3,000円以上お食事された方にドリンク1杯をサービス

132 エルボラーチョ メキシコ料理
①平日13：00-15:00にお食事された方にミニドリンク1杯をサービス
②ディナータイムにお食事された方におすすめテキーラ1杯をサービス

133 大木屋 匠 もんじゃ・鉄板焼 お食事された方にジェラート1皿をサービス

134 ヴィノスやまざき ワイン・ワインバー ティスティングバーにてワイン1杯をサービス

135 八海山 千年こうじや 日本酒Bar ディナータイムご利用で八海山の原酒仕込みの梅酒1杯サービス

136 牡蠣場 北海道厚岸 和風オイスターバー ディナータイムに１グループ5,000円以上お食事された方にお会計から1,000円引き

137 とんかつ寿々木 とんかつ お食事された方にウーロン茶1杯をサービス

138 Fresh Juice & Bar FRESHMAN フレッシュジュースバー お会計より5％オフ

139 魚沼 津張屋 米料理 税込800円以上ご購入された方にお会計より5%オフ

140 泥武士 オーガニック料理 お会計より5%OFF

141 重慶飯店 GIFT & DELI 中華・点心 お食事もしくはご購入された方にお会計より5％オフ

142 手造りハム工房 レッカービッセン ハム・ソーセージ ランチセットを5％オフでご提供

143
箱根 宮ノ下 FUJIYA HOTEL The
PIE

パイ お会計より5％オフ

144 ジェラシー by キャンベルアーリー ジェラート お会計より10％オフ

145 ヨネムラ・ザ・ストア クッキー ご購入された方にクッキー（3枚セット）をプレゼント

146 玖子貴 さつま揚げ 1品ご購入につき150円以下の手揚げを1枚サービス

147 炭火焙煎珈琲.凛 コーヒー お会計より5％オフ　※一部除外品あり

148 人形町今半 惣菜 お弁当・お惣菜 税込1,080円以上ご購入された方にお茶パック1個をプレゼント

149 オーダーチーズ チーズ 税別1.000円以上ご購入された方に『メルバトーストクラッカー』1袋をプレゼント

150
花畑牧場　※期間限定ショップ ～8
月30日迄

キャラメル・かき氷 かき氷どれでも10％OFF

151
Clap your hands　※期間限定ショッ

プ　～8月30日迄
ポップコーン Lカップ全品50円引き
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コレド室町3

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

152 無印良品 ライフスタイルストア 税込3,000円以上ご購入された方にお茶（ペットボトル）1本をプレゼント。

153
ポーカーフェイス トーキョー トラ
ディション

眼鏡・サングラス ご購入された方に自社ポイントカードをＷポイントサービス

154 まかないこすめ コスメ ご購入された方にハンドクリームサンプルおよび次回税込3,240円以上のご購入で5％オフになるクーポンをプレゼント

155 伊織 今治タオル お会計より5％オフ

156 タビオ 靴下 税別2.000円以上ご購入された方にノベルティープレゼント　※セール品除く

157 スキャッティ トウキョウレーベル シャツ 税込10,800円以上ご購入された方にお会計より5％オフ　※一部除外品あり

158 everyday by collex インテリア雑貨 お会計より5％オフ

159 日本橋 箸長 箸・和小物 ご購入された方に使いやすいお箸1膳をプレゼント  ※無くなり次第終了

160
CLASKA Gallery & Shop “DO” /

DO TABELKA
生活雑貨・アパレル・カフェ ディナータイムにお食事された方にワンドリンク1杯をサービス

161 クラフトビアマーケット ビアバー ディナータイムにお食事された方にデザート1品をサービス

162 IL BACARO ALMA イタリアンバール 17時以降にお食事された方にスパークリングワイン1杯をサービス

163 FÉTÉ lé Marché チーズ・オリーブ オリーブをご購入された方に10％増量サービス

164 GONTRAN CHERRIER ベーカリー＆カフェ ご購入された方にコーヒーまたは紅茶１杯をサービス　※ベーカリーのみ

日本橋三井タワー

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

165 かりんころん かりんとう・豆菓子 手ぬぐいを含めた税込2,000円以上ご購入された方にお会計より5％オフ　※一部除外品あり

166 THE BEAT DINER
ハンバーガー アメリカング

リル
ハンバーガーをご注文された方にセットドリンクをサービス

167 シンガポール 海南鶏飯 シンガポール料理 お食事された方に『タイガービール(ボトル）』1本をサービス

168 サルヴァトーレ クオモ & バール ピッツェリア＆バール ディナータイムにお食事された方にお会計より10％オフ　※パーティプラン除く

169 鶏とちょこっと料理 ほっこりや 鶏料理 ディナータイムにお食事された方に『焼鳥3本盛合せ』をサービス

170 クリスタル ジェイド 上海 バール チャイニーズバール ディナータイムにお食事された方にドリンク1杯サービス　※ボトルを除く

171 釜たけ流うどん 一寸一杯 うどん酒場 3,000円以上お食事された方にお会計より500円引き

172 千疋屋総本店 フルーツショップ 5,000円以上ご購入された方にお会計より5％オフ

173 カフェ ディ フェスタ カフェ ソフトクリーム・ジュースを50円引き

174 千疋屋フルーツパーラー・レストラン
フルーツパーラー＆レスト

ラン
税別3,000円以上ご利用された方にお会計より5％オフ

YUITO

NO 店舗名・イベント名 カテゴリ 特典内容

175 XEX日本橋 Salvatore Cuomo　Bros イタリアン 17:30以降にお食事された方にグラスシャンパン1杯をサービス

176 XEX日本橋 The BAR バー 17:30以降にお食事された方に生ビール1杯をサービス

177
ホテルオークラ中国料理
「桃花林」

中国料理 ご来店された方にお会計より5%オフ

178
銀座しゃぶ通 好の笹

日本橋店
しゃぶしゃぶ 17:00以降にお食事された方にお会計より10%オフ　※他割引コースとの併用は不可

179 銀座天一 日本橋室町店 天ぷら専門店 ご来店の方にソフトドリンク1杯をサービス

180 BRASSERIE D＆SWEETROOM フレンチ 17：00以降にお食事をされた方にグラススパークリングワインをプレゼント

181 ボーコンセプト 日本橋店 インテリア・家具 アクセサリー税抜2,000円以上ご購入された方にお会計より10%オフ

182 ILLUMS日本橋 インテリアライフスタイル 税込3,240円以上ご購入された方に『幸福をよぶコイン』をプレゼント

183 メガネ パリミキ 日本橋本店 メガネ 税込10,000円以上ご購入された方にお会計より2,000円引き

184
カフェ＆カジュアルダイニングバー

タバーン
カフェカジュアルバー お食事された方にワンドリンクをサービス

185 デリフランス ベーカリーカフェ ご注文を頂いた方にコールドドリンクをサイズアップ

186 三重テラス ショップ アンテナショップ 税込1,000円以上ご購入された方に三重テラス人気菓子『ロンド・カシュカシュ』または『シェル・レーヌ』をプレゼント

187 三重テラス レストラン イタリアンレストラン お食事された方にスパーグワイン1杯をプレゼント

188 タリーズコーヒー日本橋店 カフェ 2名様以上で税込1,000円以上ご購入された方にドリンクをサイズアップ　※一部対象外あり


