
フェルメール
光の王国展
福岡伸一の

2015
ご入場券提示サービス

掲載のサービスをご利用の際は、
ご入場券を必ずご提示ください

日本橋室町センタービルにて開催の
『福岡伸一のフェルメール 光の王国展 2015』を観覧のお客様に限り、
下記施設の店舗にて、お得な限定サービスやプレゼントをご用意いたしました。
ぜひご活用ください。

対象施設

2015.1.5［Mon］－3.10［Tue］
日本橋三越前 日本橋室町センタービル1F
〒103-0022  東京都中央区日本橋室町3-2-15 
東京メトロ銀座線「三越前駅」A8出口より徒歩2分
JR「新日本橋駅」2番・3番出口より徒歩2分

＊会期中、日本橋案内所にて特製ポストカード付き入場券（大人1,000円）を発売しています。

主催｜フェルメール・センター銀座 実行委員会 

特別協賛｜ANA／再春館製薬所 

協力｜SOL Holdings 

制作｜廣済堂＋トド・プレス
後援｜オランダ王国大使館／読売新聞社　

WOWOW／J-WAVE 81.3FM／月刊ソトコト

監修
福岡伸一（生物学者）
美術監修
伊東順二（美術評論家）
音声ガイド
宮沢りえ（女優）、小林薫（俳優）
音楽
川井郁子（ヴァイオリニスト、作曲家）

﹇
開
催
期
間
﹈ 

音声ガイド 500円（税込）
大人（高校生以上）1,000円（税込）／小・中学生 500円（税込）

﹇
入
館
料
﹈ 

10：00－19：00 ※入館は閉館の30分前まで。
休館日：月曜日（但し、祝日・振替休日の場合は開館。翌日火曜日は休館日）

﹇
開
館
時
間
﹈ 

アルコールまたはデザート1品半額
（17：00以降にお食事をご注文の方限定）

3F ウェルカム カフェ
［カフェ］

1,000円（税込）以上のお買いあげで
5%OFF（セール品対象外）

3F ミオ ミオ
［コスメ・生活雑貨］

食後に上林春松本店抹茶とお菓子
サービス

4F 京都 石堀小路 豆ちゃ
［京都おばんざい］

スパークリングワイン
1杯サービス

4F シロッコ
［スパニッシュ&イタリアン］

自社ポイントカード
Wポイント

3F コスメキッチン コレド日本橋店
［コスメ・生活雑貨］

10%OFF
（物販、期間限定、ブライダルメニューは除外）

3F 資生堂ビューティーサルーン コレド日本橋店
［ヘア & エステサロン］

Tabioのスタンプカード
Wポイント

3F タビオ
［靴下］

お食事をお召しあがりの方 
ソフトドリンク1杯サービス

4F とんかつと豚肉料理 平田牧場
［豚肉料理］

ランチタイム（11:00~L.O.15:00）にお食事を
お召しあがりの方デザートサービス

4F 松江の味 日本橋皆美
［和食］

レジにて8%OFF
（一部商品除く）

3F ロアフィリー
［レディスファッション］

レジにて10%OFF
（一部商品除く）

3F Chut! INTIMATES
［インナーウェア］

3F ネイルクイック
［ネイルサロン］

施術料金10%OFF
（商品は除外、他キャンペーン・クーポンと併用不可

※ご予約の際お伝えください）

4F タイレストラン 沌
［タイ料理］

16:00以降お一人様3,000円以上
ご注文の方5%OFF

（ディナー限定、金・祝前日は除く）

4F ピッツェリア ダ チーボ
［ピッツェリア・イタリアン］

ランチタイム（11:00~15:00）に
お食事をお召しあがりの方
デザートサービス

※本チラシに掲載の特典は日本橋室町センタービルにて開催の『福岡伸一のフェルメール 光の王国展 2015』の鑑賞券をご提示いただいた場合のサービスとなりま
す。※特典のご利用はご鑑賞券記載の展覧会期間中、お一人様1店舗につき1回限りとなります。（複数店舗間のご利用は可）※他サービスとの併用はできません。※
ご入場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。※メニューに掲載している価格は、消費
税（本体価格の8%）を含んだ総額の表示となっております。※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。※詳しいサービス内容は各
店舗にてお問い合わせください。

4F 維新號 南江
［中華料理］

ワンドリンクサービス
（生ビール小・アイスウーロン茶・

オレンジジュース）

4F グリルバール ダバウロ
［フレンチビストロ & ワインバル］

17:00以降お食事をお召しあがりの方
ワンドリンクサービス

（生ビール小・グラスワイン赤／白・ハイボール）

4F 韓国旬彩料理 妻家房
［韓国料理］

お食事をお召しあがりのお客様
ワンドリンクサービス

（生ビール小・ソフトドリンク）

2015年1月現在

Access Information

Map

Access

コレド室町1
〈地下鉄ご利用の場合〉東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結（A6番出口脇）
〈JRご利用の場合〉JR総武線快速「新日本橋」駅直結

Access

コレド室町2
〈地下鉄ご利用の場合〉東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6番出口・A4番出口
〈JRご利用の場合〉JR総武線快速「新日本橋」駅直結

Access

コレド室町3
〈地下鉄ご利用の場合〉東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅A6番出口・A4番出口
〈JRご利用の場合〉JR総武線快速「新日本橋」駅直結

Access

日本橋三井タワー
〈地下鉄ご利用の場合〉東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅直結（A7・A8番出口脇）
〈JRご利用の場合〉JR総武線快速「新日本橋」駅直結

Access

コレド日本橋
〈地下鉄ご利用の場合〉東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線「日本橋」駅
直結（B12・C1・C2番出口）、東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 徒歩3分
〈JRご利用の場合〉JR各線「東京」駅 徒歩6分

入場券
提示で
お得！！

詳しくはホームページをご覧ください。

メトロリンク日本橋停留所（無料巡回バス）
運行時間／10：00～20：00（1月1日のみ運休） ［約10分間隔で運行。］［交通事情により、運行間隔が異なる場合がございます。］
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三越前駅

三
越
前
駅

日本橋駅

日本
橋駅

新
日
本
橋
駅

江
戸
通
り

江
戸
桜
通
り

永代通り

日本銀行

三井本館
三井記念
美術館

日本橋
三越本店
新館

日本橋
三越本店

日本橋
髙島屋

仲通り

中央通り

日本橋

A6出口A4出口

C2出口
C1出口

B12出口

A7出口 A8出口

だし茶漬けを店内でお召しあがりの方
ポイントカードWポイント

B1F 和食屋の惣菜 えん
［和惣菜・和食］

骨気フェイシャルケア40分コース 
30%OFF（他サービス併用不可）

3F フットセラピー
［クイックフットスパ & ボディケア］

トリートメント10%OFF
（他サービス併用不可）

3F ジュリークショップ コレド日本橋
［コスメ・トリートメントサロン］

お食事をお召しあがりの方
食前酒（カバ）1杯サービス

Annex
1F

レストラン・サン・パウ
［スペイン料理・ワインバル］

福岡伸一の
フェルメール 光の王国展 2015 会場
日本橋室町センタービル1F



税込3,000円以上お買上げの方に
わさび昆布１つプレゼント

1F 奥井海生堂
［昆布］

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

（お買いあげの方に限る、会計時にご提示ください）

1F 箔座日本橋
［箔製品・喫茶 他］

ワンドリンクサービス
（生ビール、スパークリングワイン、
ハウスワイン赤／白、ソフトドリンク）

2F ビキニ ピカール
［スペイン料理］

ワンドリンクサービス
（グラスワインまたはソフトドリンク

※ディナータイム限定、お食事の方に限る）

4F ニーノ カフェ ダイニング
［イタリアン・カレー・カフェ］

ワンドリンクサービス
（グラスワイン、またはソフトドリンク

ディナーお食事の方に限る）

4F 串亭
［串揚げ］

2名様以上でファーストドリンクサービス
（生ビール〈ミニグラス〉またはグラスワインまたはソフトドリンク
〈ミニグラス〉※ランチタイム不可※ご注文時にご提示ください）

ご注文時のご提示で
ワンドリンクサービス

（17:00以降、イートインに限る）

3F ジャスミン タイ
［タイ料理］

スプマンテ、ブラッドオレンジジュース、
アフォガードから、おひとつサービス
（14:30以降お食事の1グループ4名様まで）

2F ケ ヴォーリア!
［イタリア料理］

〈ランチタイム〉菜なの特選膳（2,580円）を2,100円にてご提供
〈ディナータイム〉ビールまたはワイン一杯サービス

（ご来店またはご注文時にご提示ください※他サービス券と併用不可）

3F おばんざい・炙り焼き・酒 菜な
［和食居酒屋］

物販商品お会計より5%OFF
（対象外商品有り）

1F にんべん 日本橋本店
［鰹節・調味料・だし場］

プチデザートサービス
（ランチタイム限定、お食事の方に限る）

3F ビストロ 石川亭
［フレンチ ビストロ］

お通しサービス
（ディナーのみ）

3F 米祥
［お米が主役の和食］

ワンドリンクサービス
（ディナータイム限定、お食事の方に限る）

3F 和牛一頭焼肉 盛岡手打冷麺 房家
［焼肉］

お会計時5％ＯＦＦ
（2名様以上でお食事された方に限る）

3F 平田牧場 遊
［豚肉料理］

ワンドリンクサービス
（ディナータイム限定、お食事の方に限る）

4F ざくろ 室町店
［しゃぶしゃぶ・日本料理］

3,000円以上お買いあげのお客様
大人気しょう油あめ1袋プレゼント

B1F 干物まる
［干物］

5%OFF

B1F Fresh Juice & Bar FRESHMAN
［フレッシュジュースバー］

B1F HiBiNa
［サラダ、調味料］

5%OFF

B1F 泥武士
［オーガニック料理］

800円以上お買い上げで5%OFF

B1F 魚沼 津張屋
［米料理］

1,000円（税抜）以上ご利用で
デザートサービス券プレゼント
（お食事の方に限る、物販を除く）

500円以上お買いあげのお客様
常温ドレッシング25ml
①-⑥から1袋プレゼント

1F 京つけもの 西利
［京漬物］

1F 日本橋 木屋
［刃物 他］

杏仁豆腐またはワンドリンク
またはミニ月餅サービス

１品単価3,150円（税込）以上で5%OFF
（セール品、修理品は対象外）

ハム、ソーセージ、ベーコン
5%OFF

2F 四川飯店 日本橋～Chen Kenichi’s China～
［中国四川料理］

5%OFF

B1F 重慶飯店 GIFT & DELI
［中華・点心］

5%OFF

B1F ヨネムラ・ザ・ストア
［クッキー］

日本酒1杯目270円（酒盗付）

1F まんてん鮨
［寿司］

飲食代金10%OFF
（宴会プラン除く、ディナーに限る）

2F 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］

500円以上お買い上げで
鶏ささみカツ1枚サービス

メンバーズカードWポイント

B1F 鳥仙 
［鶏料理］

10%OFF

B1F ジェラシー by キャンベルアーリー
［ジェラート］

5%OFF

B1F 箱根 宮ノ下FUJIYA HOTEL The PIE
［パイ］

自社ポイントカード ポイント2倍

B1F 人形町今半 惣菜
［お弁当・お惣菜］

B1F 日本橋 玉ゐ
［あなご料理］

ワンドリンクサービス
（17:00～ディナータイム限定

注文時にご提示ください ※一部除外品有り）

1F 日本橋だし場 はなれ
［和ダイニング］

〈平日ランチ〉13:00以降ミニドリンクサービス
〈ディナー〉オススメテキーラ1杯サービス

（お食事の方に限る）

2F エルボラーチョ
［メキシコ料理］

B1F 手造りハム工房 レッカービッセン
［ハム・ソーセージ］

お買いあげの方
韓国のりサービス

B1F 韓ガーデン
［韓国惣菜］

150円以下の手揚げを1枚サービス
（お買いあげの方に限る ※一枚につき1品に限る）

B1F 玖子貴
［さつま揚げ］

テイスティングバー
おすすめワイン1杯無料

1F ヴィノスやまざき
［ワイン・ワインバー］

1,000円（税抜）以上お買いあげの方に
メルバトーストクラッカー1袋プレゼント

B1F オーダーチーズ
［チーズ］

1グループ5,000円以上のご利用で
1,000円OFF（ディナータイム限定）

1F 牡蠣場 北海道厚岸
［和風オイスターバー］

本日のオリーブお買いあげで
10%増量

B1F FETE lé Marché
［チーズ・オリーブ］

デザートサービス
（ディナー限定）

1F クラフトビアマーケット
［ビアバー］

お会計より10%OFF
（17:00からのご利用）

1F IL BACARO ALMA
［イタリアンバール］

〈カフェ〉ご飲食代金10%OFF
〈ベーカリー〉コーヒーまたは紅茶1杯サービス

B1F GONTRAN CHERRIER
［ベーカリー & カフェ］

オススメドリンク1杯目100円
（ディナータイム限定、お食事の方に限る）

2F SHIKOKU バル 88屋
［和バル］

お買いあげの方
ペットボトル（お茶）1本プレゼント

B1F リッチョマニア・マーケット
［ウニ］

1,000円（税抜）以上お買い上げで
粗品プレゼント

1F 茅乃舎
［和グローサリー］

3F 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］

5%OFF

3F 伊織
［今治タオル］

TabioのスタンプカードWポイント

3F タビオ
［靴下］

3F まかないこすめ
［コスメ］

3,240円以上お買い上げで
粗品プレゼント

2F 漆器 山田平安堂
［漆器］

お会計より5%OFF
（セール品除く）

B1F かりんころん
［かりんとう・豆菓子］

3,000円以上ご利用で500円OFF
（ディナーのみ）

B1F 釡たけ流うどん一寸一杯
［うどん酒場］

500円以上購入で5%OFF

B1F 日本調剤 日本橋室町薬局
［薬品］

おまかせ焼鳥3本盛合せプレゼント
（ディナーのみ）

B1F 鶏とちょこっと料理 ほっこりや
［鶏料理］

お会計より5%OFF

2F デーメテール
［ワイン&ダイニング］

お会計より5%OFF

2F 千疋屋フルーツパーラー
［フルーツパーラー & レストラン］

梅酒ソーダ1杯サービス

2F 櫻川
［日本料理］

お一人様2,000円以上ご利用で
ワインボトル1本サービス

（2名様以上）

B1F シンガポール海南鶏飯
［シンガポール料理］

お好きなドリンク1杯プレゼント
（ボトル除く）

B1F クリスタル ジェイド 上海 バール
［チャイニーズバール］

ジュースまたはソフトクリーム
50円OFF

1F カフェ ディ フェスタ
［カフェ］

お会計より10%OFF
（ディナータイム限定、パーティープランを除く）

B1F サルヴァトーレ クオモ & バール
［ピッツェリア & バ－ル］

デザート単品料金で
デザートセットをご提供
又はドリンク単品50円引き

B1F THE BEAT DINER
［ハンバーガー　アメリカングリル］

10,800円（税込）以上お買いあげで
10%OFF

2F LIVETART
［生活雑貨・ファッション・カフェ］

ハンドクリームサンプルプレゼント& 
次回3,240円以上で利用できる

5%OFFクーポンプレゼント

3F スキャッティ トウキョウレーベル
［シャツ］

10,800円以上お買い上げで
5%OFF

（一部対象外あり）
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