2020 年 9 月 24 日

報道関係者各位

三井不動産株式会社
三井不動産商業マネジメント株式会社
祝・「COREDO室町 1」開業 10 周年＆「COREDO室町テラス」開業 1 周年

「COREDO ANNIVERSARY」開催
日本橋の街歩きや開放的な空間で食事を楽しめる
アニバーサリーメニューや限定グッズも登場
2020 年 9 月 25 日（金）～10 月 31 日（土）
三井不動産株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：菰田正信）および三井不動産商業マネジメント
株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：大林 修）は、2010 年 10 月 28 日に開業した江戸・日本橋の
魅力を体現する複合商業施設「COREDO室町 1」の 10 周年と、昨年 2019 年 9 月 27 日に開業し、日本初上陸の
「誠品生活日本橋」をはじめ、国内外の一流の「食」やこだわりの「モノ」を提供する店舗を揃えた「COREDO室町テラ
ス」の 1 周年を記念し、「COREDO ANNIVERSARY」を開催いたします。
「COREDO ANNIVERSARY」では、日本橋室町エリアの象徴的な外部空間である「COREDO室町テラス 大屋根広
場」と「福徳の森」にライトアップ装飾が登場し、『日本橋』の街歩きや開放的な空間でのお食事などをお楽しみいた
だけます。
また、“日本のイイモノ”や“多国籍のイイモノ”が揃うCOREDO室町各店では、ライトアップ装飾を眺めながら気軽に
楽しめるテイクアウトメニューやアニバーサリー限定メニュー・限定グッズなどを販売いたします。
三井不動産が目指す「残しながら、蘇らせながら、創っていく」街づくりを体現する日本橋室町エリアは、それぞれ
1 周年・10 周年の節目を迎え、日本橋ワーカーの皆さまや地元の皆さまとともに更にパワーアップいたします。この
機会に歴史と新しさが融合する空間に、ぜひ足をお運びください。

「COREDO室町テラス 大屋根広場」ライトアップ装飾CG

＜「COREDO ANNIVERSARY」特設サイト＞
https://mitsui-shopping-park.com/urban/coredobiyori/pickup/pickup200925_01.html
＜「COREDO室町」公式サイト＞
https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/
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■「COREDO ANNIVERSARY」について
【コンセプト】
「COREDO ANNＩVERSARY」 これまでも、これからも、COREDO室町と。
2010 年 10 月 28 日に開業した「COREDO室町 1」は、皆さまに愛され
て 10 周年を迎えました。2019 年 9 月 27 日に開業した「COREDO室町テラ
ス」が 1 周年を迎え、ますますパワーアップいたします。
1 周年・10 周年を記念し、感謝の気持ちを込めて、台湾や江戸をテーマ
にしたライトアップ装飾や、限定メニュー・限定グッズの販売、キャンペーン
などを行う、盛りだくさんの 1 か月間です。これまでも、これからも、COREDO室
町は日本橋のにぎわいやカルチャーを生み出し続けていきます。

【概要】
■「COREDO ANNIVERSARY」開催期間
2020 年 9 月 25 日（金）～10 月 31 日（土）
■ライトアップ装飾
11：00～23：00
※天候状況によってはライトアップ装飾の開始日時が変更となる場合がございます。
■店舗営業時間
ショップ
10：00～21：00
レストラン 11：00～23：00
※店舗により営業時間・内容が異なる場合がございます。
※新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、現在は上記の営業時間より短縮しております。
※急遽営業時間を変更させていただく可能性がございますので、ご来店の際は直接店舗までご確認ください。
＜「COREDO ANNIVERSARY」特設サイト＞
https://mitsui-shopping-park.com/urban/coredobiyori/pickup/pickup200925_01.html

■ライトアップ装飾について
日本橋室町エリアの象徴的な屋外空間である「COREDO室町テラス 大屋根広場」と「福徳の森」に、それぞれ
「COREDO台湾夜市」「COREDO江戸夜市」をコンセプトにしたライトアップ装飾が登場いたします。

＜COREDO台湾夜市＞
台湾発のカルチャー体験型店舗 「誠品生活」の日本 1 号店がある
「COREDO室町テラス」にちなみ、台湾風の花柄と提灯がきらめくライトアップ
装飾が登場します。異国情緒が漂う空間で旅行気分を味わいながら、お散
歩やテラス席でのお食事をお楽しみください。
■場所： COREDO室町テラス 大屋根広場
（東京都中央区日本橋室町 3-2-1）

「COREDO室町テラス 大屋根広場」ライトアップ装飾CG

＜COREDO江戸夜市＞
江戸時代から続く老舗店も出店し、日本ならではの文化を発信し続ける
「COREDO室町 1」にちなみ、周年を祝う、縁起の良い“吉祥文様”をモチー
フとしたライトアップ装飾が登場します。お買い物やお散歩の途中にひとやす
み、腰を下ろして歴史と新しさが融合する空間をお楽しみください。
■場所： 福徳の森
（東京都中央区日本橋室町 2-5-10）

「福徳の森」ライトアップ装飾 CG
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■COREDO室町各店舗によるアニバーサリー限定商品
「COREDO ANNIVERSARY」をさらに盛り上げるアニバーサリー限定商品も各店舗で販売。テイクアウトで気軽に屋
外でのお食事を楽しめる「テイクアウトマルシェ」、周年を記念したイベント期間だけの「アニバーサリーメニュー」や贅
沢な限定コース「アニバーサリーコース」、周年を記念した限定のグッズやセット「アニバーサリーグッズ」をご用意い
たしました。 ※詳しくは特設サイトをご覧ください。

＜テイクアウトマルシェ＞
日本橋 稲庭うどんとめし 金子半之助
天丼弁当 880 円（8％税込）

やきとり お㐂樂
焼鳥 3 本セット 1,000 円（8％税込）

海老 3 尾、舞茸、ししとう、茄子、のりの天ぷ
らをたっぷりご飯の上にのせ、秘伝の丼たれ
で仕上げました。

人気の焼鳥（手羽先・つくね・みさき）を
3 本セットでご用意しました。

＜アニバーサリーメニュー＞
富錦樹台菜香檳（フージンツリー）
富錦樹テイスティングコース（2 名様～）
1 名 5,500 円（10％税込）

日本橋 かに福
周年記念限定コース
5,000 円（10％税込）

人気台湾料理レストラン 富錦樹台菜香檳の
代表的な料理を前菜、魚料理、肉料理、デ
ザートと存分に楽しめるテイスティングコースで
す。1 名様分ずつ盛り付けて提供いたします。
※2 名様から承ります。

食前酒・前菜三種盛り・たらばかにとずわ
いかにのお刺身・かにみそ甲羅焼き・かに
クリームコロッケとかにクリーム天ぷら・茶
碗蒸し・かに福名物御かにめし・デザート
のセットです。

＜アニバーサリーグッズ＞
にんべん 日本橋本店
①日本橋だし場 本店 10 周年記念セット小
3,000 円（8％税込） 限定数量 170 個
②日本橋だし場 本店 10 周年記念セット大
10,000 円（10％税込） 限定数量 30 個

誠品生活日本橋
台湾と日本の美味しい福袋
ネイビー/グリーン 1,700 円（8％税込）
グレー/レッド
2,300 円（8％税込）
限定数量各 30 個

「COREDO室町 1」とともに日本橋だし場 本店も
10 周年を迎えました。10 周年を記念し、日本
橋だし場ブランド商品をトートバッグに詰め合わ
せたお得なセットをご用意しました。

台湾と日本それぞれの美味しいものを詰
め合わせました。お菓子のセット（ネイビー/
グリーン）、ごはんのセット（グレー/レッド）が
それぞれ 2 種類ずつ、計 4 種類ございま
す。誠品生活オリジナルエコバッグもつい
たお得なセットです。

■「誠品生活日本橋」キャンペーンについて
「COREDO ANNIVERSARY」開催期間中、COREDO室町、日本橋三井タワー・三井二号館の各店舗で 2,000 円
以上（税込・合算不可）をお買い上げの方を対象に、抽選で誠品生活日本橋（「COREDO室町テラス」2Ｆ）各店にて
人気の商品が当たるキャンペーンを開催いたします。

■期
間： 2020 年 10 月 3 日（土）～10 月 11 日（日）
■参加方法： COREDO室町、日本橋三井タワー・三井二号館の各店舗にて 2,000 円以上（税込・合算不可）
お買い上げのレシートを提示
■抽選場所： COREDO室町テラス 2Ｆ 誠品生活日本橋 書籍レジ横 サービスカウンター
※本キャンペーンの詳細は 10 月 2 日（金）に「COREDO ANNIVERSARY」特設サイト内にてお知らせいたします。
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＜添付資料＞

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の主な取り組みについて
当施設では新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめとした様々な取り組みを実施しております。
■開放的な空間の活用

※テーブル席にて各店舗で提供しているテイクアウト商品をお召し上がりいただけます。
※荒天の場合は利用不可となります。

■飲食店舗における飛沫対策（一例）
四川飯店 日本橋
～Chen Kenichi’s China～

CRAFTROCK BREWPUB & LIVE

■当施設の取り組み

■お客様へのお願い
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大金星

② COREDO室町について

『COREDO』は、英語で「核」を意味する‘CORE’と「江戸」‘EDO’をつなげた造語です。日本橋は五街道の起点であ
り、江戸・東京の商業中心地として栄えてきた歴史・伝統豊かなエリアです。『COREDO』には、そこから始まる新しい
日本橋が東京の商業の「核」になる、との想いが込められています。

■COREDO室町１
「日本をにぎわす、日本橋」をコンセプトに、江戸時代の賑わいを再現する商業ゾーンには、日本橋の歴史が宿る老
舗店舗から、人気店の新業態など新しさを取り入れた店舗までが揃います。5～6 階の「日本橋三井ホール」は日
本橋地域最大級の多目的ホール。
住所：東京都中央区日本橋室町 2-2-1
■COREDO室町２
最新設備を導入したシネマコンプレックスを擁する『COREDO室町 2』。ショッピング＆フードエリアでは、創業 100 年
を超える老舗や人気有名店が、斬新な発想から生まれた新たな味や技を競います。全国からとっておきの「うまい
もん」も紹介。
住所：東京都中央区日本橋室町 2-3-1
■COREDO室町３
「食と暮らし」を軸に、質の高いライフスタイルを提案する『COREDO室町 3』。ファッション小物、生活雑貨、インテリア
など、すぐれた技術や知識に裏打ちされたメイドインジャパンと世界の逸品を選りすぐって紹介いたします。ショッピン
グの合間には、カフェやバルでひと休み。
住所：東京都中央区日本橋室町 1-5-5
■日本橋三井タワー・三井二号館
ビジネスパーソンの利便性を考えたショップ、レストランのほか、高級果物の老舗など、選りすぐりの個性豊かな店舗
が揃う『日本橋三井タワー・三井二号館』。日本初の「マンダリン オリエンタル 東京」、「三井記念美術館」を併設し
ています。
住所：東京都中央区日本橋室町 2-1-1
■COREDO室町テラス
歴史と伝統を持つ日本橋で、「価値ある時間」を過ごしていただける『COREDO室町テラス』。訪れる人々が、
『COREDO室町テラス』に並ぶモノ・コトの背後にあるストーリーに共感し本質を感じ取ることを通じて、集い、遊び、く
つろぐ、新しい日本橋文化を提供いたします。
住所：東京都中央区日本橋室町 3-2-1
＜「COREDO室町」公式サイト＞
https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/
＜「日本橋三井タワー・三井二号館」公式サイト＞

https://mitsui-shopping-park.com/urban/mitsuitower/
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【位置図】

6

③ 三井不動産の「日本橋再生計画」について
三井不動産では、「残しながら、蘇らせながら、創っていく」を開発コンセプトに、官民地域一体となった「日本橋再生
計画」を推進しています。「産業創造」「界隈創生」「地域共生」「水都再生」の 4 つのキーワードに基づいたハードと
ソフトの融合した街づくりを通して、賑わいの再生に取り組んでまいりました。
2019 年には「日本橋再生計画第 3 ステージ」を発表し、「未来に続く街道の起点、日本橋」というビジョンの元、「豊
かな水辺の再生」「新たな産業の創造」「世界とつながる国際イベントの開催」を３つの重点構想として、世界の課題
解決につながる街づくりを目指しています。
■日本橋再生計画ビジョンについて

「未来に続く街道の起点、日本橋」
江戸時代の日本橋は、五街道の起点として、日本全国から人・もの・ことが集まり、それらの交流によって新たな産
業や文化を生み出した非常にイノベーティブな街でした。そのような中心性ある街を、現代においては世界を舞台に
再現したいと思います。
世界中から仲間を集め、交流し、未来に向けた新しい価値を、世界に向けて発信していく。その起点となる街を、私
たちは目指していきます。

④ 三井不動産グループの SDGｓへの貢献について
三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球
がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわちESG経営を推
進しております。当社グループのESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」の実現
や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。
※なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における１つの目標に貢献しています。
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
目標 11 住み続けられるまちづくりを
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