平成 24 年 6 月 15 日
報道関係者各位
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

日本橋に蘇る江戸の涼を体感するイベント

「ECO EDO 日本橋 2012 ～心で結ぶ、日本の涼～」
2012 年 7 月 6 日（金）～8 月 26 日（日）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、7 月 6 日（金）
から 8 月 26 日（日）まで「ゆかたと涼」をテーマとした夏の
参加型イベント「ECO EDO 日本橋 2012 ～心で結ぶ、日本の涼～」を開催する運びとなりました。
■昨年から引き続き節電の意識が高まる中、電力の恩恵がなかった江戸時代の暮らしから学ぶことは
多く、浴衣姿での夕涼みや打ち水、川遊びや桟敷から眺める花火大会など、大勢の人々が涼しい場
所へ赴いて、楽しみながら涼をとる知恵や工夫を生活に取り入れていました。本イベントでは、
江戸の中心・日本橋の街をあげて、江戸の暮らしや知恵をヒントに、浴衣姿等で楽しみながら参加
できる各種イベントを行います。
■本イベントは環境省が推進する『チャレンジ 25 キャンペーン』の一環である『クールシェア』と
連動して行われます。江戸時代から賑わいの中心地であり、現代まで続く老舗が数多く集まる
日本橋地域の 100 店を越える店舗が、自宅のエアコンを消して浴衣姿で涼しい場所をシェアする
『クールシェア』に一丸となって取り組むことで、日本橋らしいエコを発信してまいります。

「ECO EDO 日本橋 2012 ～心で結ぶ、日本の涼～」 主なイベントおよび連携イベント
◆日本橋の涼を訪ねる 「クールシェア日本橋 ～ゆかた・涼特典～」
（7 月 6 日～8 月 26 日）
老舗店舗を含む 107 店舗で、浴衣着用、もしくは団扇、扇子、日傘のいずれか一品を持参した方に、
ワンドリンク無料や涼アイテムプレゼントなど限定サービスを提供します。
◆涼を呼ぶ江戸時代の知恵 「橋の日 打ち水大作戦」（8 月 4 日）
橋の日（8/4）にちなみ、
「日本橋」上で「東京きものの女王」をはじめとする浴衣姿の女性らによる
打ち水を実施。当日は、無料で浴衣の着付け・着直しが受けられる「ゆかたステーション」も設置し、
日本橋を浴衣姿で散策いただけます。
◆川風を感じながら伝統の食事を堪能 「クールスポット両国広小路桟敷」（7 月 17 日～8 月 12 日）
1733 年（享保 18 年）から隅田川で川開きが行われていた場所、両国広小路跡（両国橋西詰）にて、
かつての両国桟敷を再現する「両国広小路桟敷」を期間限定でオープン。8 月 1 日～9 日は老舗
「玉ひで」、
「人形町今半」も出店し、隅田川の涼風を感じながら江戸の味をご堪能いただけます。
（連携イベント）
夏の風情、街にあふれるゆかた姿「七夕ゆかたまつり／ゆかたで歩こう 日本橋」（7 月 6 日）
‘東京きものの女王’や浴衣姿の参加者が中央通りを歩きながら、「日本の夏の涼」を演出します。

橋の日 打ち水大作戦
（昨年の様子）

両国広小路桟敷
（昨年の様子）

七夕ゆかたまつり
（昨年の様子）

・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」として ECO EDO 日本橋 宣言を行いま
した。
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（かさかしげ）」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。
人と人、人と自然のつながりを大切にする心で築いていく循環型社会。
新旧の知恵を生かしたまちづくりが、日本橋からはじまります。
・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。
・『クールシェア』とは
クールシェアは、多摩美術大学（東京都世田谷区）デザイン学科堀内チームのゼミで、「東日本大
震災後の状況に対して、デザイナーは何ができるか」という問いかけに対して生みだされ、今夏の省
エネの施策のひとつとして環境省が取り上げることになりました。
環境省では、6 月 1 日から 9 月 30 日まで地球温暖化対策の一環として「スーパークールビズ」を
推進しています。その取り組みの中のひとつ『クールシェア』では、一人一台のエアコン使用をやめ、
涼しい場所をみんなでシェアすることを呼びかけています。家族で一つの部屋で過ごしたり、図書館
やカフェ等で涼むことで、夏を快適に乗り切るだけでなく、家族や地域の絆も深めることができます。
(参考 URL:http://www.challenge25.go.jp/practice/coolbiz/coolbiz2012/)
・三井不動産株式会社は日本橋地域の活性化と、新たな魅力の創造を目的とする官民地元一体の活動
「日本橋再生計画」を推進しています。その一環として本イベントに特別協賛いたします。

添付資料① ＜「ECO EDO 日本橋 2012 ～心で結ぶ、日本の涼～」実施詳細＞
実 施 期 間：2012 年 7 月 6 日（金）～8 月 26 日（日）
主

催：ECO EDO 日本橋 実行委員会、名橋「日本橋」保存会

特 別 協 賛：三井不動産株式会社
協

賛：東京織物卸商業組合

特 別 協 力：環境省
協

力：日本橋北詰商店会、日本橋料理飲食業組合、久松料理飲食業組合、
日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会、日本橋みゆき通り街づくり委員会、
東日本橋やげん堀商店会、日本橋六之部連合町会青年部日八会、日本橋三越本店、
日本橋 髙島屋、コレド日本橋、コレド室町、YUITO、日本橋三井タワー、
三井記念美術館、マンダリン オリエンタル 東京

後

援：中央区、中央区観光協会（いずれも予定）

＜主催イベント＞
■クールシェア日本橋
開

催

～ゆかた・涼特典～

日：7 月 6 日(金)～8 月 26 日(日)

開 催 場 所：日本橋周辺の飲食物販店・商業施設・文化施設
参 加 店 舗 数：107 店舗（6 月 15 日現在） ※添付資料②参照
内

容：浴衣着用もしくは団扇、扇子、日傘のいずれか一品を持参することで、日本橋の老舗や
各商業施設の店舗などで特典が受けられます。
※ご利用になられる場合はお店の方に上記アイテムを提示の上、
「ゆかた・涼特典を見た」
とお伝えください。
※参加店舗および、特典内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■橋の日 打ち水大作戦
開 催 日 時：8 月 4 日(土)
会

12：30～13：30

場：日本橋滝の広場
※雨天の場合は日本橋三井タワー

内

1 階アトリウム

容：橋の日（8 月 4 日）にちなみ、江戸の知恵“打ち水”を
実施。当日は浴衣姿の参加者が集まり、一斉に打ち水を
行います。また無料で浴衣の着付け・着直しが受けられる
「ゆかたステーション」も当日限定で設置されます。
（ゆかたステーション：東京都中央区日本橋室町
1 丁目 6-2 162 ビル 6 階）

橋の日 打ち水大作戦
（昨年の様子）

■クールスポット両国広小路桟敷
開 催 日 時：7 月 17 日(火)～8 月 12 日(日) 17：00～20：00
会

場：東京都中央区東日本橋 2 丁目 21 番先（隅田川テラス上）

内

容：江戸時代、多数の浮世絵にも描かれた「両国広小路」の賑わいを再現する桟敷を
昨年好評につき本年も実施。
7 月 17 日（火）～26 日（木）および 8 月 10 日（金）～12 日（日）は貸桟敷として営業
【貸桟敷概要】：利用料

20,000 円/日（税込）

利用条件

1 組（10 人以上）/日

受付方法

下記事務局へ先着順で電話受付

受付開始

7 月 9 日（月）11：00～

8 月 1 日（水）～6 日（月）は日本橋老舗の「鳥料理
（※延長の可能性あり）は「人形町今半

玉ひで」
、8 月 7 日（火）～9 日（木）

本店」が期間限定で出店。江戸時代の夕涼み

を楽しみながら、老舗の味をご堪能いただけます。(概要未定)
問

合

せ：03-5225-3535（両国広小路桟敷 運営事務局、平日 11：00～17：00)

店 舗 情 報：
「鳥料理

玉ひで」

http://www.tamahide.co.jp

東京都中央区日本橋人形町 1-17-10
「人形町今半

電話 03-3668-7651

本店」 http:// www.imahan.com/

東京都中央区日本橋人形町 2-9-12

両国広小路桟敷

電話 03-3666-7006

外観

貸桟敷（昨年の様子）

鳥料理 玉ひで（昨年の様子）

人形町今半（昨年の様子）

※ECO EDO 日本橋のイベント情報は、まち日本橋（http://www.nihonbashi-tokyo.jp/）にて都度、
最新情報をお届けします。
この他にも日本橋地域では、さまざまなイベントが予定されています。
詳細については各主催者にお問い合わせください。

＜連携イベント＞
■第 28 回 七夕ゆかたまつり
開 催 日 時：7 月 6 日(金)

11：00～14：30

会

場：堀留交差点 外与ビル前

東京都中央区日本橋堀留町 1-10-12

主

催：きものシティ東京実行委員会

内

容：「ゆかたの日（7 月 7 日）」にちなみ、恒例の“七夕ゆかた
まつり”を開催。浴衣着用者は、バラエティに富んだ商品
がもれなく当たる抽選会に参加できます。また「ゆかた姿
フォトコンテスト」も 8 月 31 日(金)まで実施中。

ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.tafs.or.jp
取 材 問 合 せ：03-3663-2104（きものシティ東京実行委員会：風見／新谷）

■ゆかたで歩こう

日本橋

開 催 日 時：7 月 6 日(金)
コ

ー

七夕ゆかたまつり
（昨年の様子）

14：00～17：00

ス：日本橋三井タワーアトリウム～日本橋三越本店～日本橋～
日本橋 髙島屋～日本橋 ※予定

主

催：きものシティ東京実行委員会

内

容：
「東京きものの女王」や浴衣姿の参加者が日本橋の中央通
りを歩きながら、「日本の夏の涼」を演出します。

取 材 問 合 せ：03-3663-2104（きものシティ東京実行委員会：風見／新谷）

ゆかたで歩こう 日本橋
（昨年の様子）

■にほんばし納涼ナイトクルーズ
開

催

日：7 月 12 日(木) ※雨天決行

運 航 コ ー ス：日本橋船着場 → 隅田川吾妻橋 → 日本橋船着場
便

数：1 便＝17：30～18：50
2 便＝19：00～20：20

乗

船

料：1,500 円（税込、船内販売有り、持ち込み不可）

予 約 受 付：日本橋滝の広場 (7/5～6、7/11～12、11:30～13:30)
NPO 法人水都東京を創る会 ホームページ
主

催：NPO 法人水都東京を創る会

内

容：日本橋船着場から隅田川吾妻橋へ屋形船ナイトクルージング。

にほんばし納涼ナイトクルーズ
（イメージ図）

江戸からの伝統に息づく夏の納涼船をお楽しみいただけます。
ホームページ：http://suito.or.jp/
取材問合せ：03-5823-0441 （NPO 法人水都東京を創る会：理事長 上林(かんばやし) tokyo@suito.or.jp）

■ゆかたで楽しむ

日本橋屋形船

開 催 日 時：8 月 4 日（土）10:45～15:00
開 催 場 所：日本橋 船着場～日本橋川
主

催：芝居茶屋 新日屋（03-5652-5403

平日 10：00～17：00）

協

力：‘浴衣でモエ・エ・シャンドン’

参 加

費：12,000 円（税込、浴衣一式、お弁当、シャンパン付）

内

容：隅田川をゆったり遊覧できる屋形船イベント。

日本橋屋形船（昨年実施の様子）

女性限定で浴衣一式および着付けサービスで華やかな雰囲気の中、いつもと異なる視点
から東京を眺められます。日本橋老舗店の弁当およびモエ・エ・シャンドンのウエルカ
ムシャンパン付き。モエの浴衣フォトスタジオで浴衣姿の記念撮影もできます。
取材問合せ：03-5652-5403（芝居茶屋 新日屋）
■マンダリン オリエンタル 東京で愉しむ、「日本橋納涼怪談」
開 催 日 時：8 月 12 日(日)

15：30 開場

怪談（3 階 グランド ボールルーム）16：00～17：00
ディナー（2 階「ヴェンタリオ」）17：30～19：00
開 催 場 所：マンダリン オリエンタル 東京
主

催：マンダリン オリエンタル 東京、芝居茶屋 新日屋

入 場

料：自由席・鑑賞券のみ 6,000 円（税込）
指定席・ディナーつき 9,500 円（税・サービス料込）

内

容：人間国宝の講談師・一龍斎貞水師匠を招き、

講談師・一龍斎貞水

伝統話芸とホテル独自の特殊演出効果による立体怪談。
予 約 受 付：芝居茶屋 新日屋（03-5652-5403）またはイープラス（http://eplus.jp）
取材問合せ：03-3270-8960（マンダリン オリエンタル 東京：早川／吉田）
■アートアクアリウム展

～江戸・金魚の涼～

開 催 日 時：8 月 17 日(金)～9 月 24 日(月) 11：00～23:30 ※最終入場、終了 30 分前
（19 時以降は「ナイトアクアリウム」
または、特別イベント等の貸切営業の場合があります。）
開 催 場 所：日本橋三井ホール （コレド室町 5 階）
主

催：株式会社エイチアイディー・インターアクティカ

総 合 プ ロ デ ュ ー ス：木村英智
入

場

料：当日料金…大人 1,000 円（税込）
子供（中学生以下）600 円（税込）※3 歳以下は無料

内

容：アートアクアリウム展（昼）／ナイトアクアリウム（夜）
＊内容に一部変更がある場合がございます。
19 時以降は会場内でドリンクをお買い求めいただけます。
1 ドリンク 500 円（税込）から。

ホームページ：http://h-i-d.co.jp/art/
取材問合せ：TEL.03-4580-9103

FAX.03-4580-9129

Mail:y-egawa@prap.co.jp（株式会社プラップジャパン：江川）

巨大金魚鉢「花魁」

●イベントスケジュール

●イベントマップ

添付資料② ＜クールシェア日本橋 ゆかた・涼特典 参加店舗＞（6 月 15 日現在）
■日本橋室町・本町、日本橋、八重洲エリア
NO.
店舗名
カテゴリ
1 室町砂場

日本そば

2 てん茂

天ぷら

3 艶出専科 本店

ヘアサロン

4

ヘアサロン大野 iki
日本橋店

5 小津和紙
6

和紙

首都高速道路 日本橋
駐車場
本町パーキング

7 割烹 日本橋とよだ
8

ヘアサロン

割烹料理店

ミカド珈琲店 日本橋
喫茶店
本店

※営業時間、定休日は各店に準ずるものとします。
※店舗によって、特典対象条件が異なります。
特典内容
電話番号

生ビール 1 杯 or もりそば 1 枚サービス
お食事された方にオリジナル手ぬぐいプレゼント
※先着 30 名様
1000 円以上ご利用で「スッキリ爽快 冷やしシャンプー」
（15 分）体験をその場でプレゼント
1000 円以上ご利用で「スッキリ爽快 冷やしシャンプー」
（15 分）体験をその場でプレゼント
1000 円以上ご購入で小津オリジナルあぶらとり紙
プレゼント ※先着 50 名様

03-3241-4038
03-3241-7035
03-3211-7031
03-3213-0458
03-3662-1184

駐車場利用者でご希望の方に「首都高 MAP」プレゼント

03-3270-8861

お食事された方に手ぬぐいプレゼント

03-3241-1025

ご利用でお持ち帰り用「珈琲ゼリー」（315 円）1 個を
プレゼント
ソフトクリーム系メニュー100 円引き ※あんみつ・
最中ソフト・氷ソフト・抹茶ソフト・バニラソフト

03-3241-0530

9 ZEN 茶 'fe

喫茶店

10 らいん

カレー・居酒屋 カレー全品 100 円引き

11 山本海苔店

海苔販売

12 八木長本店

鰹卸乾物卸小 かつお節のたっぷり入ったかつおせんべい 2 枚入りを
売業
プレゼント ※先着 100 名様限定、お 1 人様 1 回限り

03-3241-1211

13 寿司貞

寿司

食後に季節の果物をお客様全員にサービス

03-3241-6000

14 文明堂東京

菓子製造
販売

1000 円以上ご購入の方にカステラ巻 1 個プレゼント

03-3241-0002

15 鴨川イン日本橋

ホテル

宿泊料金 10％オフ

03-3231-1070

16

和の専門店
小林宝林堂

17 神茂
18 人陽鍼灸リバース

①冷たい麦茶、おしぼりサービス※店内見学のみでも可
②さらに商品ご購入のお客様には海苔茶漬けプレゼント、
お気軽にお立ち寄り下さい

和家具・漆器製
500 円以上ご利用で塗り箸をプレゼント
造販売
はんぺん
2000 円以上ご購入の方にだしの素（370 円相当）を
かまぼこ
プレゼント
鍼灸院

予約してご来院の方に「百会の灸」を無料サービス

和食・寿司・
ディナータイムご利用の方にグラス生ビール 1 杯サービス
割烹
和食ダイニン
ディナータイム（17 時～）ご利用で
ニホンバシイチノイチ
20
グ＆ジャパニ
ノイチ
ウエルカムスパークリングワインサービス
ーズバール
当店（喫茶店除く）ご利用のお客様に榮太樓飴 6 粒入り
21 榮太樓總本鋪
和菓子
プレゼント ※先着 100 名様
19 日本橋 舟寿し

03-3270-3672
03-3279-5084
03-3241-0290

03-3241-2685
03-3241-3988
03-3242-6394
03-3661-4569
03-3516-3111
03-3271-7785

22 日本ばし やぶ久

日本そば

ご利用でワンドリンクサービス

03-3271-0829

23 いけ増

和食

アサヒスーパードライ エキストラコールド
（氷点下のスーパードライ）を 1 杯サービス

03-3271-5685

24 illy

イタリアンス
ご注文のドリンクを無料で 1 サイズアップ ※着物可
タイルバール

03-3510-6580

25 榛原（はいばら）

小物・和紙

1000 円以上ご購入でオリジナルポストカードプレゼント

03-3272-3801

26 純喫茶 和（かず）

喫茶店

ご利用でクッキーをサービス

03-3271-9734

27 ときわ木

和生菓子

1000 円以上ご購入の方に和菓子 1 個プレゼント

03-3271-9180

28 日本橋フィリー

洋食・バル

スパークリングワイン 1 杯サービス

03-3527-9795

29 八重洲 とよだ

和食

①ランチご利用で希望者全員に際かち割り氷プレゼント
03-3271-9235
②ディナータイム 6000 円以上のコースご利用で 1000 円引き

■東日本橋、人形町、その他エリア
ご飲食、ご購入の方にカフェ紅特製ナチュラルクッキー
1 つプレゼント
すきやき・
お食事された方に夏の元気 東京食肉組合のカレー or
31 伊勢重
しゃぶしゃぶ コラーゲンスーププレゼント
中村歯科医院 茶壽鍼
来院時にフッ素入りペースト歯磨き「プチリカル」
32
歯科 鍼灸
灸院
マスカットソーダ味 1 本プレゼント ※お 1 人様 1 回限り

30 cafe 紅（もみ）

喫茶店

03-3664-3908
03-3663-7841
03-3851-6445

33 デルフリ村

喫茶店

ご来店でシャーベットサービス

03-3861-2986

リトルマーメイド
34
東日本橋店

パン

ご購入の方に缶コーヒー1 本プレゼント

03-3862-9862

35 あひ鴨一品 鳥安

相鴨料理

生ビール or ソフトドリンク（1 杯）サービス

03-3862-4008

36 きくの家

和食

ディナータイムご来店の方にグラスビール or ソフトドリン
03-3661-1080
クサービス

37 明治座

劇場

ご観劇の際 3F ロビー売店にて公演チケット半券をご提示で
アイスコーヒー1 杯サービス ※お 1 人様 1 回限り

03-3666-6666

38 港屋

雑貨商・画商

ご購入のお客様に竹久夢二デザインの特製タオルハンカチ
1 枚プレゼント ※5 柄より好きな物をお選び頂けます

03-5640-5978

39 東京唐草屋

風呂敷専門

2000 円以上ご購入で素敵な和小物をプレゼント

03-3661-3938

イタリアン

涼アイテム提示でスパークリングワイン 1 杯サービス

03-6206-2164

41 京家

和食

グラス生ビール 1 杯サービス

03-3668-5752

42 吉星

割烹・鱧料理 鱧コースご注文のお客様 1 グループにビール 1 本サービス

40

小皿イタリアン
バロンドール

和菓子

ご飲食されたお客様に甘味のお土産プレゼント
※ご本人様のみ

03-3664-7357

44 天音

天ぷら

無料で天ぷら種 1 品追加サービス

03-3666-0639

45 小料理 銭形

居酒屋

ご利用頂いた方に自家製つくねと特製ハイボール 1 杯
サービス

03-3667-6743

46 喜代川

うなぎ

お食事された方にオリジナル手ぬぐいプレゼント

03-3666-3197

43

江戸甘味處 水天宮
つくし

03-3666-9779

ロイヤルパークホテル ロビーラウン
ご利用のお客様にアイスクリームをサービス
03-3667-1111
フォンテーヌ
ジ
お 1 人様 800 円以上お食事された方に生ビール中ジョッキ or
48 龍鳳
中国料理
03-3665-7162
デザート 1 品サービス
47

49 さくら

和食

お 1 人様 800 円以上お食事された方にデザートサービス

03-3665-7159

50 四季の味 さくれ

和食

冷たくひんやり 黒豆ヨーグルトのデザートをサービス

03-3661-1885

■日本橋三井タワー、マンダリン オリエンタル 東京、コレド室町
1F 販売部にて 5000 円以上ご利用の方、フルーツパーラー 1F
千疋屋総本店/千疋屋 果物販売・フル にて 3000 円以上ご利用の方、2F レストラン（17 時半以降 03-3241-0877
51
フルーツパーラー
ーツパーラー のディナー）にて 5000 円以上ご利用の方、5％オフ
2F
※現金払いのみ
03-3241-1630
ワイヤードカフェ
52
カフェ
17 時～お食事ご利用で夏のデザート盛り合わせサービス
03-3231-5766
ニュース
53 日乃本 比内や

鶏料理

ラ・ベットラ ペル
54
トゥッティ

イタリアン

55 おぐ羅

おでん

56

日本調剤
日本橋室町薬局

57 櫻川

ランチメニューよりランチタイム 100 円引き

03-3231-1718

①レストランのディナータイムご利用で乾杯シャンパン
サービス
03-3272-1201
②バーのバータイム（17 時～）ご利用でボトル以外の乾杯
ドリンク半額
土日祝のディナータイム限定でワンドリンクサービス
03-3516-1775
※生ビール or ウーロン茶

薬局

処方箋、一部商品除き 5％オフ

03-3517-2255

懐石料理

食前酒のサービス

03-3279-0039

58 ヴェンタリオ

イタリアン

59 コレド室町

商業施設

60

ニーノ カフェ
ダイニング

61 ざくろ 室町店

7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）まで、4 名様（全員浴衣
着用）でフルディナーブッフェをお召し上がりいただくと
1 名様分が無料に。また、1 名様でのご来店でもウエルカム 0120-806-823
ドリンクとしてオリジナルサマーカクテルを 1 杯無料
※特典の併用不可
ご来館の方にたたくと冷たくなる「瞬間フリーズパック」
プレゼント。配布場所はコレド室町 B1 日本橋案内所
03-3242-0010
（11:00-20:00） ※無くなり次第終了

イタリアン・
ディナータイムにお食事ご利用でワンドリンクサービス
カレー・カフェ
しゃぶしぶ・
ディナータイムにお食事ご利用でワンドリンクサービス
日本料理

03-3548-0811
03-3241-4841

62 串亭

串揚げ

ディナータイム限定で乾杯スパークリングワインサービス 03-3548-8611

63 豚肉料理 日本橋平田

豚肉料理

ディナータイムご利用で 1 ドリンクサービス

03-6225-2029

64 米祥

お米が主役の
和食

平日のディナータイムまたは土・日・祝のご利用で、
料理長おまかせ先付 or 食前酒サービス

03-6225-2424

65

おばんざい･炙り焼き･
和食居酒屋
酒 菜な

生ビール or グラスワイン or ソフトドリンク 1 杯サービス 03-3548-0977

①ランチタイムご利用でロシアンティーサービス
②ディナータイムご利用でオリジナルカクテル
03-6225-2440
「ヤーブラカ」 or ソフトドリンク 1 杯サービス
ディナータイムご利用で乾杯プチドリンク 1 杯サービス
フレンチビスト
※ビール・赤・白・スパークリングワイン・オレンジジュ 03-6225-2010
ロ
ース・ウーロン茶いずれか
カバ（ワイン） or オレンジジュース or グレープフルー
スペイン料理
03-6202-3600
ツジュース 1 杯サービス

66 レストラン ろしあ亭 ロシア料理

67 ビストロ 石川亭
68 ビキニ ピカール
69

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

ご利用で杏仁豆腐サービス

03-6225-2233

70 ケ ヴォーリア！

イタリアン

スパークリングワイン or シチリアオレンジ 1 杯サービス 03-6225-2200

71 第一園芸

フラワー
ショップ

ご購入頂いたお客様に海の仲間たちガラスオブジェ
（全 5 種類）プレゼント
※先着 50 名様、お好きな物をお選び頂けます

03-3548-0688

ご来店でプチクッキープレゼント

03-6225-2551

72

パティスリー エメ・ヴ
パティスリー
ィベール

2000 円以上ご購入の方 ①茶屋コスメ茶屋美人の湯 1 包
箔製品・喫茶他 ②茶屋美人あぶらとり紙 1 冊 いずれかプレゼント
※お選び頂けます
鰹節・調味料・ 税込 1000 円以上ご購入の方にだし場でご利用できる
74 にんべん 日本橋本店
だし場
かつお節だし 1 杯無料券プレゼント
惣菜と和食材の
75 日本の御馳走 えん
ご購入金額より 5％オフ
セレクトストア
コレド室町インフォメ インフォメー 3000 円以上ご購入の方に布製巾着 1 枚プレゼント
76
ーション日本橋案内所 ション
※お 1 人様 1 枚限り、無くなり次第終了
73 箔座日本橋

03-3273-8941
03-3241-0968
03-3548-0096
03-3242-0010

■コレド日本橋
77 コレド日本橋

商業施設

ご来館の方にたたくと冷たくなる「瞬間フリーズパック」
プレゼント。コレド日本橋 B1 インフォメーションで配布 03-3242-0010
（11:00-20:00） ※無くなり次第終了

78 維新號 甬江

中国料理

お食事利用でアイスウーロン茶サービス

79 グリルバール ダパウロ 洋食

80

ピッツェリア ダ
チーボ

ピッツェリア

03-3516-0161

お食事ご利用で小ビール or グラスワイン（赤・白）1 杯
03-6225-9770
サービス
ディナータイムご利用でワンドリンク（自家製サングリ
ア・スプリッツァー・スパークリングワイン・生ビール・
03-3272-6855
グレープフルーツジュース・オレンジジュース）いずれか
1 杯サービス ※他サービス・割引併用不可

81 鶏料理 てん

鶏料理

ディナーご利用で黒糖わらび餅とアイスクリームサービス 03-3517-5331

82 小割烹 おはし

和食

ディナータイム（17 時～）ご利用で手作り黒ごまわらび餅
03-6202-0505
とお抹茶のセットを食後にサービス

とんかつと豚肉料理
豚肉料理
平田牧場
ソーセージ＆ビール
84
カフェ＆バー
平田牧場

ディナータイムに御膳注文でウーロン茶 or そば茶
03-6214-3129
サービス
ドリンク（アルコール）ご注文のお客様に生ハムサービス
03-6265-1729
（平牧三元豚生ハム）

85 タイレストラン 沌

タイ料理

ディナータイム（17 時～）1 名様につき 2500 円以上ご利用
03-6225-2891
で 10％オフ ※現金のみ カード・電子マネー5％オフ

86 文琳茶菓舗

中華惣菜

お食事利用でアイスクリームをサービス

83

スープストックトー
87
スープ専門店
キョー
88 ネイルクイック

ネイルサロン

89 タビオ

靴下

03-3510-7555

セットドリンク無料サービス ※R カップセット・SS カッ
03-3231-5621
プセット・カレーとスープのセット・カレーご購入の方
ご利用金額 2100 円以上でポイントカード＋1 ポイント
03-3242-8447
サービス
スタンプカード Ｗポイントサービス

03-3516-7015

コスメキッチン
90
コレド日本橋店

オーガニックコス
商品ご購入の方へスキンケアコスメのサンプルプレゼント 03-5203-2210
メ・雑貨
お好きな商品 5 点まで 10％オフ ※化粧品、セール品、
91 プレミィ・コロミィ 雑貨
03-3510-2566
書籍除く
オーガニックコス
92 ジュリークショップ メ・トリートメン 商品ご購入の方へハーブティープレゼント
03-3241-1019
トサロン
93 ファブリックス

インテリア雑貨

94 ギシュール

アクセサリー

スキャッティ ホワイ
シャツ専門
トレーベル
レディス
96 アナトリエ
ファッション
95

97 プレッセ

3000 円以上ご購入でノベルティプレゼント
ラロ・トレジャーズの商品 3150 円以上ご購入で 5%オフ
※セール品、その他割引特典の併用不可
ご来店でノベルティ（ハンカチ）プレゼント
※先着 20 名様
15000 円以上ご購入でミニタオルプレゼント
※先着 15 名様

フードマーケット ワイン全品 2 割引

03-3242-8502
03-4520-5506
03-3517-3575
03-3516-2656
03-5204-0109

■YUITO
インテリア
雑貨・販売
ジョージ ジェンセン 宝飾品・インテ
99
東京本店
リア雑貨
98 ILLUMS 日本橋

100

メガネ パリミキ
日本橋店

眼鏡店

銀座 天一 日本橋室
天ぷら
町店
桃花林 日本橋室町
102
中国料理
賓館
101

103 京のおぞよ 桜家

和食

税込 5250 円以上ご購入の方 10％オフ
03-3548-8881
※一部除外品有り
ご来店の方にオリジナルグッズプレゼント
03-6743-7722
※無くなり次第終了
目の健康をサポートするすっきり爽やかなヘルシードリンク
『ブルーベリースイートアイ』をプレゼント
03-3242-3571
※ゆかた・涼特典利用とお申し付け下さい
ソフトドリンク or 生ビール 1 杯サービス

03-3272-7141

料理・飲物 5％オフ

03-3231-2883

ご来店 2 名様毎に日本酒（冷酒）京山水 1 合プレゼント
※1 組 5 合まで

03-3241-5552

カフェ＆カジュアル
カフェ・
ディナータイム（17 時以降）ご来店の方で 20％オフ
104 ダイニングバー
カジュアルバー ※特典の併用不可
タバーン

03-3231-2881

■日本橋三越本店、日本橋 髙島屋、三井記念美術館
105 日本橋三越本店

百貨店

106 日本橋 髙島屋

百貨店

107 三井記念美術館

美術館

本館屋上ビアガーデン「日本橋」ご利用で粗品をプレゼント 0120-354-585
①16 時以降に新館 6 階（資生堂パーラー・糖朝・天一・そば
処萱場・恵亭）と地下 2 階（アルポルトカフェ・鼎泰豐・
洋食麦星・レストランローズ）にてお食事されたお客様に
1 ドリンクサービス ※そば処萱場とレストランローズの 03-3211-4111
ミニメニューは除く
②屋上ビアガーデンにてフードメニューをご注文いただいた
お客様に 1 ドリンクサービス
03-5777-8600
絵はがきプレゼント ※先着 80 名様、着物可
（ﾊﾛｰﾀﾞｲﾔﾙ）

