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動画

小学生以下のお子さまは
日本橋案内所で
スタンプが1つ
もらえるよ！ 

スタンプラリーの
ルールはこちら！

引き換え場所引き換え場所  日本橋案内所（コレド室町1 地下1階）
引き換え期間引き換え期間   2022年4月30日 土 〜6月12日 日

受付時間受付時間
 
11：00〜20：00

※�オリジナルうちわは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

スタンプを3つ集めると、コナンムービー展
開催記念オリジナルうちわをプレゼント！

コラボキャンペーンコラボキャンペーンコラボキャンペーンコラボキャンペーン

コレド室町に 
スペシャルフォトスポット 
が登場！
コレド室町テラス

地下1階エスカレーター付近／ 
1階大屋根広場／ 
2階 「誠品生活日本橋」内
コレド室町1   

地下1階日本橋案内所前／ 
2階連絡通路
日本橋三井タワー   

地下1階

※当企画は新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じ、中止・延期、開催内容の変更の可能性があります。予めご了承ください。コレド室町1・2・3、日本橋三井タワー・三井二号館、コレド室町テラス、日本橋ムロホンビル、
OVOL日本橋ビル、水産機械ビルでは、新型コロナウイルス感染症防止に向けた様々な取り組みを実施しております。ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、施設内の衛生管理には十分に配慮して
おります。政府および自治体の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・営業内容に変更が生じる場合がございます。都道府県をまたぐご移動につきましては各都道府県の要請内容に準じていただきますようご協力のほ
どお願い申し上げます。※特典内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。
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『名探偵コナン 『名探偵コナン 
ハロウィンの花嫁』ハロウィンの花嫁』

劇場版

劇場 TOHOシネマズ日本橋 ほか

詳細は作品
公式サイトを
ご覧ください

開催日程開催日程  2022年4月30日 土 〜6月12日 日
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銀幕の回顧録 DETECTIVE CONAN the MOVIE展_ビジュアル　横ver/w297h210
●メインビジュアル（キャッチコピー入り）

コ
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ド
室
町
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にんべん日本橋本店 （鰹節・だしパック）
税込3,000円以上のお買い上げで「鰹節削り器型
鉛筆削り」プレゼント　※先着50名様

日本橋 木屋 （刃物ほか）
一品単価税込3,300円以上お買上げでお会計から
5％オフ　※izutuki作家作品、セール商品、修理品は対象外

箔座日本橋 （箔製品ほか）
商品お買い上げで「料理用金箔（1袋入）」プレゼント

四川飯店 日本橋 
〜chen kenichi's china〜 （中華料理）
当店でご飲食をされた方にドリンク1杯、または杏
仁豆腐、またはミニ月餅のプレゼント

蕎麦割烹 稲田 （蕎麦・会席料理）
お食事された方にソフトドリンク1杯、またはデザー
トサービス

コ
レ
ド
室
町
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スパゲティそら （パスタ）
当店でご飲食をされた方に本日のアイスクリームを
サービス

タニタカフェ （カフェ）
お食事をご注文された方に10％オフ�

干物まる （和食）
税込1,500円以上お買い上げ（飲食も含む）で5%
オフ

VINOSITY maxime （ワインバル）
カフェドリンクオール税込300円でご提供

やなか珈琲店 （コーヒー豆）
来店された方にドリンクメニュー50円引き

ビアカフェ ブルッグス ゾット （居酒屋・バル）
ディナータイム限定。お食事ご利用で飲食代10％
オフ　※コース、その他クーポンとの併用不可

＠Kitchen NIHONBASHI  
（シェアキッチン）
ドリンク1杯サービス　※提供時間11：00〜23：00

コ
レ
ド
室
町
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BOUL'ANGE （ベーカリー）
商品ご購入のお客様にドリンク1杯（Sサイズ）プレ
ゼント（コーヒー、紅茶、オレンジジュース、アップ
ルジュースよりお選びください）

伊織 （タオル）
商品ご購入の方に5％オフ　※一部対象外あり

まかないこすめ （コスメ）
税込1,100円以上ご購入で粗品プレゼント

コ
レ
ド
室
町
テ
ラ
ス

真不同 飲茶倶楽部 （飲茶バル）
お一人様税込2,000円以上のご利用で、大人気の
特製杏仁豆腐をプレゼント！

東京焼肉 一頭や （焼肉）
1グループ6名様までドリンク1杯サービス

いい乃じ （和食）
1ドリンクサービス

能作 （ライフスタイルブランド）
対象商品お買い上げでノベルティプレゼント�

CRAFTROCK BREWPUB & LIVE  
（ブリュワリーレストラン）
対象ソフトドリンクまたは前菜メニューを一品サー
ビス（一組様1品）

誠品生活日本橋（書籍・文具・セレクト物販ほか）
誠品文具、expo、誠品生活市集、日本橋玻璃工房
5％オフ（名探偵コナングッズ・一部商品を除く）

王徳傳（ワンダーチュアン） （台湾ティーサロン）
当店ご利用のお客様に、茶葉のお試しパックをおひ
とつプレゼント　※なくなり次第終了

L＆Co. （ジュエリー）
金額関係なく10％オフ（一部商品を除く）

meta mate （メタルギフト・ワークショップ）
店内購入商品への名入れ・メッセージ刻印無料　
※1グループ様5点まで

郭元益（グォユェンイー） （台湾スイーツ）
新商品の台北クッキーホウシュ茶味と珈琲味を1枚
差し上げます

HAPPY LEMON （カフェ）
HAPPY�LEMON限定シールプレゼント　
※なくなり次第終了

DAYLILY （漢方・コスメ・雑貨）
商品ご購入のお客さまに、『Tiger�Head�Sweets
虎頭包　〜食べる洛神花〜』1個プレゼント�
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釜たけ流うどん 一寸一杯 （うどん）
うどんをご注文のお客様にソフトドリンク1杯サービス

シンガポール海南鶏飯 （シンガポール料理）
税込1,000円以上ご注文でソフトドリンクサービス

餃子と炙り こけこっこ （餃子バル＆ラーメン）
12歳以下のお子様にソフトドリンクサービス

アゴラカフェ （カフェ・ビアホール）
ドリンク20%オフ（アルコール・セットドリンクは
対象外）

O
V
O
L

日
本
橋
ビ
ル

SALONE VENDREDI （ラウンジ・カフェ）
税込2,000円以上ご飲食の方に5％オフ

日
本
橋
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室町 美はま （和食）
コース料理5％オフ

日
本
橋
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HARIO CAFE （カフェ）
店内でのご飲食・商品ご購入の方に20％オフ
HARIO Lampwork Factory （アクセサリー）
税込3,300円以上お買い上げの方に、ガラスのつ
いたブレスレットプレゼント

日
本
橋

ム
ロ
ホ
ン

ビ
ル
5

日本橋 すこぶる （居酒屋・和食）
フライドポテトSサイズをサービス

水
産
機
械

ビ
ル

日本橋1ppon （イタリアン）
ソフトドリンク1杯サービス

開
運

東

京
日
本橋

Happy Sun Dry Fish
    Himonomaru Tokyo Nihonbashi

@ Kitchen
NIHONBASHI

▉ BOUL’ ANGE メインロゴ

読み方：ブールアンジェ

PANTONE Cool Gray 11CPANTONE 873CPANTONE 2263C

（C：56 M：12 Y：62） （C：55 M：60 Y：75 K：7） （K：90）
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『DETECTIVE CONAN 
THE MOVIE展

〜銀幕の回顧録（メモワール）〜』

4  スタンプラリー対象店舗3  劇場版『名探偵コナン 
ハロウィンの花嫁』

1  名探偵コナン
関連商品

本展オリジナル商品本展オリジナル商品や名探偵コナン関連商品名探偵コナン関連商品が大集合！
このほかにも名探偵コナン関連の書籍・
その他グッズもたくさん！

特設コーナー   誠品生活日本橋（コレド室町テラス2階）
営業時間   11：00〜21：00

劇場版 「名探偵コナン」の世界を、
コナンの記憶を辿りながら追体験をしよう！　
名場面を再現した大型展示や
大人気キャラクターたちとのフォトスポット、
映像を使った体験演出などはファン必見！

『『DETECTIVE CONAN THE MOVIEDETECTIVE CONAN THE MOVIE 展展
〜銀幕の回顧録（メモワール）〜』〜銀幕の回顧録（メモワール）〜』

劇場版「名探偵コナン」大型企画展

日程  2022年4月30日（土）〜6月12日（日）
会場  室町三井ホール＆カンファレンス（コレド室町テラス3階）

チケット   大人（19才以上）1,500円、中人（小学生〜高校生）1,000円、 
小人（3才以上小学生未満）500円 �
※3才未満は入場無料　※表示金額はすべて税込表示です。

大ヒット
上映中！

チェック欄

スタンプの条件 スタンプがもらえる場所
1   誠品生活日本橋にて、名探偵コナン関連商品を含むお買物、 
1会計税込2,000円以上で1スタンプ 誠品生活日本橋（コレド室町テラス2階）

2  コナンムービー展の入場チケット半券ご提示で1スタンプ

日本橋案内所（コレド室町1地下1階）3   TOHOシネマズ日本橋にて劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』を 
鑑賞した際の映画チケット、または半券をご提示で1スタンプ 
※4月29日以前の半券も対象です。

4   スタンプラリー対象店舗のご利用1会計税込1,000円以上で1スタンプ スタンプラリー対象店舗（パンフレット内面記載）
※パンフレット1枚に押せるスタンプは、❶❷❸は1つ、❹は2つまでです。　※❶と❹の重複適用はいたしません。
※❷と❸は、二重使用防止のため、半券に確認印を押させていただきます。

※うちわは5種類のうちランダムでお渡しします。

パンフレットのスタンプ欄のどれか3つにスタンプを押してもらってね。

スタンプを3つ集めよう1

パンフレット1枚にスタンプを3つ集めたら、オリジナルうちわ1つと交換できるよ。

オリジナルうちわをもらおう2

スタンプを3つ集めて、 コナンムービー展開催記念 
オリジナルうちわをゲットしよう！

オリジナル
スタンプラリー

スペシャルスペシャル
フォトスポットフォトスポット

コレド室町館内オリジナルアナウンスコレド室町館内オリジナルアナウンス

詳細は中面へ

22
そ のオリジナルスタンプラリーオリジナルスタンプラリー11

そ の

33
そ のハロウィンシーズンで賑わう東京

渋谷。渋谷ヒカリエでとある結婚式
が執り行われていた。そこには、ウェ
ディングドレスに身を包んだ警視
庁・佐藤刑事の花嫁姿。コナン達招
待客が見守る中、突然乱入してき
た暴漢が襲い掛かり、守ろうとした
高木刑事の身に危機が—!?

名探偵コナンの人気キャラクターによる 
オリジナルアナウンスを放送!

場所   コレド室町1・2・3・テラス ※店舗内では流れません。
時間    コレド室町開店時…江戸川 コナン／12時…毛利 蘭 

15時…安室 透／18時…赤井 秀一／20時…怪盗キッド
※施設の営業時間は、コレド室町HPをご確認ください。

詳しくはこちら

店舗のスタッフに
このパンフレットを見せると

特典が受けられるよ。

キャンペーンキャンペーン
特典特典

施設の情報は
こちらから

詳しくは
パンフレット裏面へ

※画像はイメージです

※画像はイメージです

東京・日本橋で開催中東京・日本橋で開催中



三越前駅
（東京メトロ銀座線）

三越前駅
（東京メトロ半蔵門線）

日本銀行
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三井本館

福徳神社

日
本
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日本橋案内所日本橋案内所

新日本橋駅
（JR総武線快速）

L＆Co.
（ジュエリー／ コレド室町テラス 2階）
『ネックレス、ピンバッチ』 
各税込11,000円
リボンとメガネをモ
チーフにした、シル
バーのネックレスとピ
ンバッチです。

室町周辺マップ

お子さまお子さまからから大人大人までまで
楽しめる楽しめる
商品商品ののご紹介ご紹介

 
@Kitchen NIHONBASHI
シェアキッチン／ コレド室町2 2階）

『いちご厚盛りサンド』  
税込1,190円
高級食パンと軽やかな生クリームとフ
ルーツマイスター厳選のフルーツを
たっぷりのフルーツサンド。
※提供時間11：00〜20：00

 
ISHIYA 
NIHONBASHI

（カフェ・スイーツ／ 
コレド室町テラス 1階）

『ストロベリーパフェ』  
税込1,200円
白い恋人ソフトクリームにいち
ごやゼリーなどを合わせた、さま
ざまな食感が楽しいパフェです。

3階で『DETECTIVE CONAN 
THE MOVIE展〜銀幕の回顧
録（メモワール）〜』開催中！
誠品生活日本橋（2階）で本展
オリジナルグッズや関連書籍を
販売中！

タロー書房（地下1階）
「名探偵コナン」関連書
コーナーがあるよ！

日本橋だし場本店 
（にんべん日本橋本店内）
（だしスープ・かつぶしめし／ 

コレド室町1 1階）
『彩り麩入りかつお節だし』  
税込150円
彩り鮮やかなお麩と五色あられを
本枯鰹節一番だしに浮かべました。
※提供時間11：00〜18：00

Mother India
（インドカレー／ 

コレド室町テラス 1階）
『キッズバターチキン 
カレーセット』 税込825円
お子様にお召し上がりやすいよう、
マイルドに味付けした人気のバ
ターチキンカレー。

 
SALONE VENDREDI

（ラウンジ・カフェ／ 
OVOL日本橋ビル 1階）

『オムライス』 税込1,600円
鶏やキノコの旨みを凝縮したラ
グーをベースに作るチキンライス
を、色濃く濃厚な味わいの卵で包
みました。
※提供時間12：00〜17：00

日本橋だし場 はなれ
（和ダイニング／ コレド室町2 1階）
『お子様プレート』 税込1,000円
日本橋だし場 はなれならではの、だしを効かせたお子様プ
レートです。
※提供時間平日14：00〜L.O.まで、土日祝14：30〜L.O.まで

 
注染手ぬぐい  
にじゆら

（手ぬぐい・和雑貨／ 
コレド室町テラス 2階）

『musubi-tie-pin』  
税込3,190円
手ぬぐい生地で仕立てた、
一点ものの蝶ネクタイ。髪
留め、ブローチにも。

 
釜たけ流うどん 一寸一杯

（うどん／ 
日本橋三井タワー 地下1階）

『お子様セット』 税込680円
お子様が気軽に食べられるものを
ご用意しました。うどんは冷たい
ものと温かいものをお選びいただ
けます。
※土日祝限定

DAYLILY
（漢方・コスメ・雑貨／ 

コレド室町テラス 2階）
『TIGERLILY  
CARAMEL  
虎百合牛奶糖』  
税込1,350円
2022年は寅年！ 縁起の
いい白虎があなたの味方
になる！ ステキなものを
いっぱい混ぜ込んだパワ
フルな和漢ソフトキャン
ディー。

meta mate
（メタルギフト・ワークショップ／ 

コレド室町テラス 2階）
ザオーブロック 

『メタルバイシクル』  
アルミ：税込3,300円、 
真鍮・銅：税込5,500円
都内の町工場で作られたボルトとナッ
トを使って組み立てるブロック。

王徳傳
（台湾ティーサロン／ 

コレド室町テラス 2階）
『タピオカジャスミン 
ウーロン茶 （アイス） 』 税込500円
台湾の新鮮なジャスミンと定番のウー
ロン茶の組み合わせで、清々しく上品
な味わいです。

アゴラカフェ
（カフェ・ビアホール／ 

日本橋三井タワー 2階）
『アゴラおこさまランチ』  
税込880円
お子様の大好きがつまった一皿にミニ
ドリンクが付いたセットです。

シンガポール海南鶏飯
（シンガポール料理／ 

日本橋三井タワー 地下1階）
『ミニチキンライスセット』 
税込850円
当店自慢のチキンライスをお子様サイ
ズでご提供（ジュース付き）。
※平日11：00〜17：30提供不可

日本橋 木屋
（刃物 他／ コレド室町1 1階）
『室町トンボ』 税込3,080円
昔なつかし日本の伝統玩具やじろ
べえ。東京の竹職人が1つひとつ
丁寧に仕上げています。
※販売時間11：00〜19：00

誠品生活日本橋（日本橋玻璃工房ワークショップ）
（書籍・文具・セレクト物販ほか／ コレド室町テラス 2階）
『アクセサリー・おはし置きづくり体験 
 （3個作成） 』 税込2,200円
色とりどりのガラスのかけらを組み合わせてアクセサリー
やおはし置きを作るワークショップです。短い時間で作成
できますので、お子様にもおすすめのメニューです。
※作品お渡しは後日となります
※11：00〜17：00最終受付
開催日は誠品生活日本橋HP・SNSをご確認ください

guang
（カフェ・スイーツ／ 

コレド室町テラス 2階）
『BLTサンド』  
税込1,200円 
お子様もお召し上がりいただける
スタンダードなBLTサンドです。
※提供時間15：00〜19：30

奥井海生堂
（昆布／ コレド室町1 1階）
『おやつ昆布』  
税込540円
原材料は昆布と少量のお
酢のみ。昆布の旨味をお
楽しみください。

箔座日本橋
（箔製品ほか／ コレド室町1 1階）
『親子でつくる 
金箔シールづくりキット』  
税込935円
箔の薄さや質感を、シールづくりを
通して体験できるキット。 

HAPPY LEMON
（カフェ／ コレド室町テラス 2階）
『さわやか巨峰』 税込540円
お子様から大人までゴクゴク飲める、
さっぱりとした巨峰ドリンクです。

Locanda MEAT&ITALY
（イタリアン／ OVOL日本橋ビル 地下1階）
『ホワイトボロネーゼ』 税込1,000円
豚肉と香味野菜の旨味に香草と白ワインの風
味を効かせました。レモンのアクセントがク
セになる一品。
※提供時間11：30〜14：00、17：30〜20：00

日本橋案内所
（日本橋老舗商品ほか／ コレド室町1 地下1階）
『榮太樓飴 ポケット缶  
バニラミルク飴』 税込356円
浮世絵イラストレーターNAGAさん描き下ろし
近未来の日本橋を表面にデザインした限定缶！

能作
（ライフスタイルブランド／ 

コレド室町テラス 1階）
『箸置 - 8 - 2ヶ入』 
税込2,200円
錫（すず）100%でできた自由
に曲がる箸置きです。限定掛
け紙と錫製クローバー付き。

 
CRAFTROCK  
BREWPUB & LIVE

（ブリュワリーレストラン／ 
コレド室町テラス 1階）

『お子様ランチプレート』  
税込880円
ハンバーグ、ポテト、サラダ、デザー
トのスペシャルキッズプレート！

日本橋は
劇場版『名探偵コナン

ゼロの執行人』の
シーンにも登場するよ！

郭
グ ォ

元
ユェン

益
イ ー

（台湾スイーツ／ 
コレド室町テラス 2階）

『オーベアクッキー チョコ味』  
税込1,620円
サクッと軽い食感に、ココアのような
優しい甘さの、見た目もかわいらしい
チョコレート味のクッキーです。

P.Seven 茶香水
（香水／ コレド室町テラス 2階）
『ピロースプレー』  
税込4,250円
夢の中での台湾旅行！　ご家族
でお楽しみいただけるピロース
プレーです。

タニタカフェ
（カフェ／ コレド室町2 地下1階）
『お子さまカレーセット』 税込638円
トマトを使用したヘルシーなカレーとド
リンク・スイーツのセット。
※平日15：00〜17：00はカレー・ドリンク・ス
イーツのみのご提供となります
※セットのデザートは季節により変更になる場合
がございます  

オリジナル
館内アナウンス
スペシャル
フォトスポット

カメラマークのところに
名探偵コナンの

スペシャルフォトスポットが
あるよ！

探してみよう！

コレド室町1 日本橋案内所／タロー書房／日本橋 木屋／日本橋だし場本店／
にんべん日本橋本店／箔座日本橋／奥井海生堂／四川飯店　日本橋〜chen 
kenichi's china〜／蕎麦割烹 稲田 コレド室町2 スパゲティそら／タニタカ
フェ／干物まる／VINOSITY maxime／日本橋だし場 はなれ／やなか珈琲
店／@Kitchen NIHONBASHI／ビアカフェ ブルッグス ゾット コレド室町3
BOUL'ANGE／伊織／まかないこすめ コレド室町テラス 真不同 飲茶倶楽部
／東京焼肉 一頭や／いい乃じ／能作／CRAFTROCK BREWPUB & LIVE
／Mother India／ISHIYA NIHONBASHI／誠品生活日本橋／王徳傳／L
＆Co.／meta mate／注染手ぬぐい にじゆら／P.Seven 茶香水／郭元益
／guang／HAPPY LEMON／DAYLILY 日本橋三井タワー 釜たけ流う
どん 一寸一杯／シンガポール海南鶏飯／餃子と炙り こけこっこ／アゴラカ
フ ェ OVOL日本橋ビル Locanda MEAT&ITALY ／ SALONE VENDREDI  

日本橋ムロホンビル 室町 美はま／HARIO CAFE & Lampwork Factory／日
本橋 すこぶる 水産機械ビル 日本橋1ppon

スタンプラリー対象店舗

※特典内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

中央通りの下は
地下でつながってるから

雨の日も
安心ですよ！


