2022

1.21

期間限定キャンペーン /

誠品メンバーズカード /

イベント /

1.21 Fri. - 2.15 Tue.

1.28 Fri. - 2.1 Tue.

12.21 Tue. - 2.20 Sun.

龍騰虎躍キャンペーン
〜五福を届けよう〜

誠品メンバーズカード
幸運特典

-2.15 Tue.

Fri.

火鍋 DE 台湾トリップ
キャンペーン

龍が飛び立ち、虎が躍り上がる。沸き返るような活気に満ちていること。

長引くコロナ禍ですが、世界中の人々はコロナに負けずに
精一杯日々を過ごしています。
誠品生活日本橋では、龍騰虎躍の言葉のように再び活気に満ち溢れる
世界になるよう願いを込めて、皆様へ五福をお届けいたします。

2022

1.21

-2.15 Tue.

Fri.

〜五福を届けよう〜

抽選会

2.1Tue. − 2.13Sun. 11:00～19:00
抽選会会場｜誠品生活日本橋 書籍レジ

コレド室町 1・2・3、日本橋三井タワー・三井二号館、コレド室町テラスの対象店舗にて

当日

以上のご購入レシート 1 枚につき、 抽選会に

2,000 円

（税込）

1 回ご参加

5,000 円

以上のレシートをご提示いただいた方は
「都内ラグジュアリーホテル ペア宿泊券」が当たる抽選会にも
ご参加いただけます。
（税込）

注意事項●本抽選会はコレド室町 1･2･3、日本橋三井タワー・三井二号館、コレド室町テラスのレシートが対象●一部レシート対象外店舗あり●レシートの
合算不可●抽選はお 1 人様 1 回限り●受付時にご提示いただいたレシートの残高は無効●当日利用のレシートのみ有効●抽選済のレシートには、済印を押
印●当選の権利はご本人とし、譲渡、換金不可●キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。●画像は全てイメージです。また、シリーズもの
の商品はランダムです。選べません。

【対象外店舗】ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ・カフェ ディ フェスタ・千疋屋総本店・ヴェンタリオ・デーメテール・千疋屋フルーツパーラー・わたす
日本橋
ホ ン パ オ

春節LUCKYお年玉「 紅包 」
旧暦 元旦

2.1Tue.

お渡し場所｜誠品生活日本橋 expo レジ

誠品生活日本橋にて

以上のご購入レシートをご提示いただいた
先着
名のお客様に
嬉しい小さな
「福」が入ったお年玉をプレゼント

2,000 円

（税込）

200

注意事項●先着 200 名様限定●なくなり次第終了●レシートは当日のみ有効、合算不可●コレド室町テラス 2 階 誠品生活日本橋のみ対象●交換は誠品生活
日本橋 expo レジにて

春節福袋
1.21Fri. − 2.15Tue.

誠品生活日本橋の各ショップ・エリアから選りすぐり商品を詰め合わせて、
お得な福袋にいたしました。
“ 数量限定 ” でのご用意になりますので、お求めはお早めに！

ビールグラス 3 個セット、ウーロン茶飲 ミニ台 湾 銘 菓（パイナップルカスタード、 ビールグラス、ミニ台湾銘菓、ウーロン 手ぬぐい（2 種のうち 1 枚）、月桃ソープ、
卵黄小豆餡）、ウーロン茶飲み比べ
茶飲み比べ
み比べ
除菌ミスト

月桃ソープ、漢方のど飴、除菌ミスト

月桃ソープ、漢方のど飴、お香

トートバッグ、ノート、インク

注意事項●お一人様 1 種類につき 1 セットまで●なくなり次第終了●画像はイメージです●返品交換不可

ピーナッツ ヌガークラッカー、まぜ麺（葱
油・椒麻）、筍ビスケット、エッグロール、
ミルクティー、ガーリックピーナッツ

誠品メンバーズカード幸運特典
1.28Fri. − 2.1Tue.

お渡し場所｜誠品生活日本橋 書籍レジ

円（税込）以上ご購入いただいたレシートと、
誠品生活日本橋で、当日
メンバーズカードのご提示で、

2,000

「誠品オリジナルノート
また、当日

5,000 円

1 冊」をプレゼント。

※柄は選べません。

以上ご購入いただいたレシートと、

（税込）

メンバーズカードのご提示で、

「誠品オリジナルノート

1 セット（2 冊）」をプレゼント。

ランタンフェス
2.15Tue. − 2.27Sun.

開催場所｜テーマウォール

中華圏では、春節（旧暦元日）から数えて
日目にあたる
に提灯を灯すという風習があります。
「元宵節（げんしょうせつ）」
これには吉祥や邪気払いの意味があり、
その文化は台湾の人々に受け継がれてきました。

15

今年の元宵節は 月
日。
店内にあるランタンボードに皆さんの
を書き込んで、ランタンを彩りましょう。
「願い」
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SEASON EVENT
SCHEDULE

2022
January - February

1 月- 2月

新年快楽！

電鍋を使って
「年菜」を作ろう！
1.23 Sun. 11:30 - 13:00 ONLINE
今年の旧正月は 2 月 1 日です。台湾では、大晦日には家族が集まり一緒に
食事をするのが一般的で、日本のおせち料理にあたる
「年菜（ネンツァイ）」を
一緒に食べることで、家族円満や翌年の開運を願うとされています。

今回は、台湾在住、“ 超 ” 電鍋愛好家の石田香織さんと一緒に、本場の年菜
料理にチャレンジしましょう！

講 師｜石田香織さん
参加費｜視聴のみ（レシピ付き） － 1,000 円（税込）
場 所｜オンライン (Zoom ミーティング )
協 力｜ JTB 日本橋コレド室町店

羊毛フェルトで作る 寅のバッジ
1.30 Sun. ／ 2.6 Sun. ➀ 13:30 - ／➁ 15:30 -

各回 60 ～ 90 分程度

中華圏の旧正月、春節を祝して、2022 年の干支、寅のバッジを作りませんか。

羊毛フェルトを用いた可愛らしい作品です。

参 加｜各回 5 名 お子様の同伴も可（作品は参加券 1 枚につき 1 つ）
参加費｜ 1,100 円（税込）材料費込み
場 所｜誠品生活日本橋内 FORUM
受 付｜誠品生活日本橋書籍レジサービスコーナーでご予約を承ります。
代表電話｜ 03-6225-2871 （寅バッジワークショップ参加希望とお伝えください）

sutta シルクスクリーンワークショップ
2.5 Sat. ／ 2.6 Sun. 12:00 - 18:00

毎回大好評の、
トートバッグにシルクスクリーンプリントを体験できるワークショッ

プです。sutta × 誠品生活日本橋のオリジナルデザインをご用意しています。
参加費｜ 1,650 円（税込）
場 所｜誠品生活日本橋内 特設会場 A

『桃花源の幻』名作誕生秘話

北京と結ぶ刊行記念トーク 格非氏×関根 謙氏×中島 京子氏
2.11 Fri. 14:00 - 15:30
昨年の全米図書賞翻訳部門最終候補にも選ばれた本作。主人公の少女秀米

（シュウミー）の成長物語を軸に、理想郷の実現を求めて夢を追った人々の
姿を描いた作品です。

この物語を、作家はどのように描き、翻訳者はどのように訳したのか。著者・
格非さんと翻訳者・関根謙さん、聞き手には直木賞作家の中島京子さんをお
迎えして、語っていただきます。創作の秘密が次々と明らかに。
出演者｜格非 氏（著者）関根 謙 氏（翻訳者）中島 京子 氏（作家）
参加費｜無料
場 所｜誠品生活日本橋内 FORUM ／オンライン (Zoom ウェビナー )

※社会情勢の変化によりイベントを延期・中止する場合がございますので、予めご了承ください。

中国発祥の鍋、
「火鍋」。様々な種類の火鍋があり、もちろん台湾でも、昔から庶民に愛されている
鍋です。そんな台湾のソウルフードである
「火鍋」にフォーカスして、辛くて美味な「火鍋」の世界へ
皆さんをご招待！寒い冬に、身体の芯からぽかぽか温まる
「火鍋」で台湾トリップ！
豪華商品が当たる

ガラポン
スタンプラリー

12.21 Thu. ～ 2.6 Sun.
期間中、誠品生活日本橋内、対象店舗にて対象商品をお買い上げの方に、スタン

プカードを配布。2 個集めるごとに豪華商品が当たる、抽選会に参加いただけます。
会

場｜ expo レジ

Special coupon

有効期限

F

誠品生活市集おすすめ！本場台湾の

『火鍋食べくらべタイム』開催！

2.6 Sun. ／ 2.20 Sun. 13:00 - 15:00
寒い冬には「火鍋」がいちばん！大人気の火鍋の試食イベントを開催します。

オーソドックスで、日本の方にもなじみやすい「麻辣鍋火鍋湯底」。ぷりんとし
た触感がたまらない、鴨の血が入った「福忠字号麻辣鴨血鍋」。二種の火鍋
をお楽しみください。無くなり次第終了です。ご参加お待ちしております！
参加費｜無料
場 所｜誠品生活市集
※なくなり次第終了

※社会情勢の変化によりイベントを延期・中止する場合がございますので、予めご了承ください。

新日本橋駅 Sh
Shiinn-N
Nihonbashi Sta.

誠品生活日本橋 eslite spectrum nihonbashi

COREDO Muromachi
Terrace

東京都中央区日本橋室町 3-2-1 COREDO 室町テラス 2 階

Nihonbashi Mitsui Tower

ACCESS：JR ｜ Shin-Nihonbashi Station（Sobu Rapid Line JO20）
Tokyo Metro ｜ Mitsukoshimae Station（Ginza Line G12 /Hanzomon Line Z09）
TEL：03-6225-2871
営業時間

11:00am - 8:00pm

Opening
Hours

Mitsukoshimae Sta.

JR 総武快速線 新日本橋駅、東京メトロ銀座線 半蔵門線 三越前駅
2F COREDO Muromachi Terrace, 3-2-1, Nihombashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

三
越
前
駅

Nihonbashi Mitsukoshi
Main Store

Fukutoku Jinja Shrine

COREDO室町1

COREDO室町2

COREDO室町3

※ 1.21 現在

富錦樹台菜香檳（フージンツリー）

Fujin Tree / 11:00am - 10:00pm

※社会情勢の変化により、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

駐車場のご案内

お買い物額に応じて駐車料金サービスあり。
【コレド室町駐車場／福徳の森駐車場／コレド室町テラス／コレド日本橋駐車場】
—合計 3,000 円以上＝ 1 時間無料、合計 6,000 円以上＝最大 2 時間無料
【三越パーキングビル駐車場】
—合計 3,000 円以上＝ 1.5 時間無料、合計 6,000 円以上＝最大 2.5 時間無料

Instagram

Twitter

Website

eslite_japan

eslite_japan

www.eslitespectrum.jp

Online Store
&mall

https://eslitespectrumnihonbashi.shop

誠品メンバーズカード
会員募集中！
1. QR コードを読み取り、公式サイトからお申し込みください。

2. お申し込み後 3 ヶ月以内に、誠品生活日本橋サービスカウンターでカードをお受け取りください。

※ カードお受け取りの際には、お申し込み時に表示された仮登録番号もしくはご登録に使用された携帯電話番号をお伝えください。

※ お申し込み画面で表示される番号は仮登録番号です。公式ホームページからのログインは、店頭にて本登録およびカード発行を完了してから可能になります。

誠品メンバーズカード会員限定特典

ポイントを貯めて、ギフトと交換しましょう

誠品メンバーズカード
申し込みサイト

お買い上げ金額 100 円（税抜）につき 1 ポイントが加算されます。貯まったポイントはギフトと交換できます。

現在交換可能なギフト

＊それぞれ数に限りがございます。ご用意数に達しましたら交換終了となります。また、ギフトは入れ替えになることがございます。

500

誠品オリジナル

ノート（2 冊セット）

紫薇／サルスベリ柄｜木棉／カポック柄

2,000

1,200

誠品オリジナル

誠品オリジナル

革製パスケース（ストラップ付）

革製手帳カバー（A5 サイズ対応）

黒／ダークブラウン ※いずれか 1 つ

（閉じベルト付）ヌメ／黒

毎月、最終金曜日はポイントが
グローバルに楽しめる読書ライフ

日本、台湾、香港、蘇州、各地店舗で会員限定の優待が受けられます。
＊ポイントは日本橋でのみ有効です。

※いずれか 1 つ

5 倍！

お誕生日特典

お誕生日月のお買い物は、加算ポイントが

2 倍になります。

