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水天宮
日本橋蛎殻町2-4-1

お

1 ロイヤルパークホテル 日本橋蛎殻町2-1-1 03-3667-1111
2 センターホテル東京 日本橋兜町15-13 03-3667-2711
3 スマイルホテル東京日本橋 日本橋茅場町2-13-5 03-3668-7711
4 住庄ホテル 日本橋小舟町9-14 03-3661-4603
5 旅館満寿多 日本橋人形町1-1-13 03-3666-3023
6 伊東旅館 日本橋人形町2-31-3 03-3666-6675
7 ホテル吉晁 日本橋人形町2-32-8 03-3666-6161
8 ホテル日本橋サイボー 日本橋人形町3-3-16 03-3668-2323
9 鴨川イン日本橋 日本橋本町1-4-14 03-3231-1070
10 政府登録ホテルかずさや 日本橋本町4-7-15 03-3241-1045
11 東急ステイ日本橋 日本橋本町4-7-9 03-3231-0109
12 サウナホテルセキテイ 日本橋馬喰町2-7-10 03-3663-8911
13 シティ・ペンション「ゼム」 日本橋蛎殻町2-16-9 03-3661-0681
14 セルメスイン日本橋 日本橋蛎殻町1-1-1 03-3669-6707
15 ビジネスホテル日本橋ヴィラ 日本橋馬喰町2-2-1 03-3668-0840
16 ホテル龍名館東京 八重洲1-3-22 03-3271-0971

17 ホテル法華イン・日本橋 日本橋小網町4-6 03-5643-3211
18 ホテル堀留ヴィラ 日本橋掘留町1-10-10 03-3664-0840
19 ヴィラフォンテーヌ日本橋 日本橋本町1-7-6 03-3242-3370
20 東京日本橋シティビラ 日本橋兜町17-1 03-3669-2677
21 ホテル奉仕会館 日本橋横山町5-8 5F 03-3664-0472
22 マンダリンオリエンタル東京 日本橋室町2-1-1 03-3270-8800
23 丸ノ内ホテル 千代田区丸の内1-6-3 03-3217-1111
24 京王プレッソイン大手町 日本橋本石町4-4-1 03-3241-0202
25 ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀 日本橋茅場町3-3-3 03-5651-6660
26 ホテル東日本橋 東日本橋2-15-6 03-5687-1313
27 トレストイン日本橋 日本橋茅場町1-3-10 03-3668-2500
28 西鉄イン日本橋 日本橋小舟町15-18 03-5643-5454
29 東横イン日本橋人形町 日本橋蛎殻町1-10-2 03-3664-1045
30 ヴィラフォンテーヌ箱崎 日本橋箱崎町20-10 03-3667-3330
31 箱崎ターミナルホテル 日本橋中洲4-7 03-3808-2222

東京商工会議所中央支部　www.tokyo-cci.or.jp/chuo

日本橋倶楽部　http://www.nihonbashiclub.or.jp

日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会　www.nihonbashi-renaissance.com

日本橋法人会　www.nihonbashi-hojinkai.or.jp

名橋「日本橋」保存会　www.tcbnavi.com/meikyou/meikyou.html

　　　　　　　　　　www.tcbnavi.com/nihonbashi-ol

協　　　力

発　　　行

中央区のポータルサイト
中央区に住んでいる人・働いている人・訪れる人に

※許可なく転載、複写を禁じます。
 第4回日本橋美人博覧会特別マップ
（日本橋都市観光マップNo.31 2011秋冬号） 
【2011年 9月末日発行（年4回発行）】

無料巡回バス運行ルート 10:00～20:00

バスに関するお問合せ TEL03(5689)0912

東京駅八重洲口
呉服橋
地下鉄日本橋駅
地下鉄三越前駅
三井記念美術館

JR新日本橋駅
日本橋室町一丁目
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日本橋三丁目
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タイトル部分後送

名所・旧跡（ などの表示）の解説が「とぽナビ」
で閲覧可能です。携帯を片手に日本橋の街を歩いてみて
はいかがですか。
左記のカラーコードからアクセスできます。

★日本橋★「名所・旧跡」

銀座会場 築地会場 千代田区会場 港区会場 墨田区会場 川越会場

日本橋会場

日本国道路元標
日本橋室町1-1

む

日本橋魚河岸記念碑
日本橋室町1-8-1先

め

※お食事・お買物等の詳細情報は裏面をご参照ください。

宿 泊 施 設

榮太樓總本鋪 日本橋1-2-5

03-3271-7785

営業
TEL
住所 伊勢重 日本橋小伝馬町14-9

03-3663-7841
営業
TEL
住所

江戸日本橋観光めぐり
（電気ボート）

日本橋船着場発着
03-3668-0700
共催イベント（P5）参照運航

TEL
住所

遠忠商店本店 日本橋蛎殻町1-30-10
03-6661-6021
10:00～19:00営業

TEL
住所

小津和紙 日本橋本町3-6-2
03-3662-1184
10:00～19:00 日休営業

TEL
住所

割烹嶋村 八重洲1-8-6島村ビル
03-3271-9963

営業
TEL
住所

割烹日本橋とよだ 日本橋室町1-12-3 
03-3241-1025 

営業
TEL
住所

協働ステーション中央 日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア2F
03-3666-4761
10:00～19:00 月休営業

TEL
住所

ケユカ
箱崎エアターミナル店

日本橋箱崎町42-1 T-CAT 1F
03-5643-7831

営業
TEL
住所

ケユカ日本橋店 日本橋1-13-1
03-6225-4681

営業
TEL
住所

築地本願寺第一伝道会館
（1Fロビー）

築地3-15-1 
03-3544-0551
9:00～20:00営業

TEL
住所

にんべん日本橋本店 日本橋室町2-2-1 COREDO室町1F
03-3241-0968
10:00～20:00営業

TEL
住所

はいばら 日本橋2-8-11 旭洋ビル2F
03-3272-3801

営業
TEL
住所

花影きもの塾 日本橋富沢町5-10 502号
03-3666-0399

営業
TEL
住所

ヘアサロンONO
iki日本橋本店

日本橋室町3-3-1 ETS室町ビルB1
03-3213-0458

営業
TEL
住所

ヘアサロンONO
艶出専科

日本橋室町3-3-3 CMビル1F
03-3211-7031

営業
TEL
住所

ホテルかずさや
（オーベルジュ・ド・ニレーヌ）

日本橋本町4-7-15
03-3241-3846

営業
TEL
住所

室町ボンクール 日本橋室町4-3-12 バンセイ室町ビル1F
03-5201-3811

営業
TEL
住所

矢の根寿司
ロイヤルパークホテル店

日本橋蛎殻町2-1-1 B1F
03-5643-8139
11:30～14:30,17:30～22:00営業

TEL
住所

山本山本店 日本橋2-5-2
03-3281-0010
10:00～18:00営業

TEL
住所

川越市立美術館 川越市郭町2-30-１
049-228-8080TEL

住所

寿保羅 日本橋本町1-5-2 石田ビル4F
03-3279-0075

営業
TEL
住所

東京証券取引所
（本館西口/見学者用ロビー内）

日本橋兜町2-1
03-3665-1881
9:00～16:00 土日祝休営業

TEL
住所

トラットリア・イタリア
日本橋店

日本橋室町1-7-1 スルガビルB1
03-6202-0095

営業
TEL
住所

日本江戸クラフト協会 ロイヤルパークホテル「復興支援市」ほかで販売
03-3553-2283

営業
TEL
住所

日本橋菓房/国分
ROJI日本橋

日本橋1-1-1国分ビル1F
03-3276-4162

営業
TEL
住所

日本橋 島屋
（7F呉服サロン/香の調べ）

日本橋2-4-1
03-3211-4111
10:00～20:00営業

TEL
住所

日本橋三越本店 日本橋室町1-4-1
03-3241-3311
10:00～20:00営業

TEL
住所

日本橋ゆかり 日本橋3-2-14
03-3271-3436

営業
TEL
住所

人形町亀井堂 日本橋人形町2-20-4
03-3666-6654

営業
TEL
住所

コレド日本橋
（2・3・4Fフロア）

日本橋1-4-1

ホームページ参照　www.coredo.jp

営業TEL
住所

千疋屋総本店 日本橋室町2-1-2 日本橋三井タワー1・2F

03-3241-0877

9:00～19:00営業
TEL
住所

DIC COLOR SQUARE 日本橋3-7-20
03-5203-7780
10:00～17:00 土日祝休営業

TEL
住所

東海東京証券東京営業部
（1Fギャラリースペース）

日本橋3-6-2日本橋フロント1F
0120-746-104

開催
TEL
住所

東京シティ・エアターミナル
（2Fカフェ・ド・クリエ前）

日本橋箱崎町42-1
03-3665-7130
10:00～17:00営業

TEL
住所

日本橋プラザ
（1Fフロア）

日本橋2-3-4
03-3231-2231
9:00～17:00営業

TEL
住所

八重洲地下街
（センタースポット）

八重洲2-1
03-3278-1157
10:00～20:00営業

TEL
住所

山本海苔店 日本橋室町1-6-3
03-3241-0290
9:00～18:30営業

TEL
住所

ポーラザビューティ銀座店 銀座1-7-7
0120-711071
11:00～20:00営業

TEL
住所

相田みつを美術館 千代田区丸の内3-5-1
東京国際フォーラム地下1階
03-6212-3200TEL

住所

東京家政学院大学 千代田区三番町22
042-782-9815
10/21～11/5  10:00～15:00日休開催

TEL
住所

庭のホテル東京
（1Fロビー）

千代田区三崎町1-1-16
03-3293-0028
5:00～26:00営業

TEL
住所

セレスティンホテル
（1Fロビー）

港区芝3-23-1
03-5441-4111
無休営業

TEL
住所

北斎通り
（東あられ本鋪）

墨田区亀沢2-15-10
03-3624-3939
9:00～19:00営業

TEL
住所

キッチンストリート
（イベントスペース/東京駅）

千代田区丸の内1-9-1東京駅八重洲北口1F
03-5299-2204
11:30～19:30営業

TEL
住所

ロイヤルパークホテル
（1Fロビー）

日本橋蛎殻町2-1-1
03-3667-1111
11:00～19:00営業

TEL
住所

10:00～17:30（入館は17:00まで）月休開館

9:00～17:00（入館は16:30まで）
月休

開館

11:00～22:00(L.O.21:30) 
日祝休

11:30～ 14:00,16:30～
22:30(L.O.22:00) 日祝休

11:30～ 14:30,17:00～
22:00(L.O.21:00) 日祝休

平日11:30～19:30
土日祝11:00～19:00

平日11:30～19:30
土日祝11:00～19:00

11:30～14:00,17:00～22:30
土日祝休

平日11:00～17:00,17:00～22:30(L.O.21:30)
土日祝日11:30～17:00,17:00～22:30(L.O.21:30)

各会場の営業時間に準ずる。
HP参照：www.japan-edocraft.com

平日9:00～18:15 日祝日10:00～17:00

平日11:00～18:30 土～18:00日休

平日10:00～18:30
土10:00～17:00 日祝休

平日10:30～21:00
土～17:00 日～15:00祝休

7:00～10:00,11:00～16:00,
17:00～21:00日祝休

平日10:00～21:00
日祝～20:00

平日10:00～21:00
日祝～20:00

平日7:30～20:00
土8:00～18:00日祝休

「江戸の美意識」会場 その他「参加企業・店舗・団体」会　場

「東日本大震災支援プロジェクト」会場

平日9:00～18:00
土日祝11:00～16:00

平日10:00～18:00
日祝10:00～16:00

※展示期間は11/6（日）16:00まで。

※展示期間は11/5（土）15:00まで。

平日9:00～19:00
土曜9:00～15:00日祝休み

江戸東京再発見
コンソーシアム

107

新館/本館の地階食品フロア
1階・2階・3階

11:30～14:30,17:00～22:00(L.O.21:30),
日祝休



1 日本橋劇場（日本橋公会堂） 日本橋蛎殻町1-31-1 03-3666-4255 年末年始除き無休
2 NTTコミュニティプラザ人形町 日本橋富沢町 1-1NTT茅場町ビル 1F 0120-910-092

平日10:00～16:00 土日祝休
3 日本橋図書館 日本橋人形町1-1-17（日本橋小学校等複合施設5.6F）

03-3669-6207 火～金9:00～19:00／日曜9:00～
17:00 月、第4木、祝、年末年始休

4 日本橋小学校温水プール 日本橋人形町1-1-17（日本橋小学校B21） 03-3669-6207
平日18:00～21:00／土曜13:00～21:00／日・祝9:00～

21:00 年末年始休／学校の夏休み期間は営業時間変更
5 ジュサブロー館 日本橋人形町3-6-9 03-3661-0035 10:00～ 17:00

（御入館は～16:30） 水休（水曜が祝日の場合開館）
6 東京シティ・エアターミナル 日本橋箱崎町42-1 03-3665-7111 総合案内7:00～17:00
7 明治座（チケットセンター） 日本橋浜町 2-31-1 03-3660-3900 10:00～ 17:00

年末年始休
8 総合スポーツセンター 日本橋浜町2-59-1 03-3666-1501
9 理容／美容清水 日本橋室町1-6-6 理容03-3241-6966／美容03-3241-6544

9:00～19:0 日祝休
10 夢紫美術館 日本橋ギャラリー 日本橋室町1-8-7エバー室町ビルB1F 03-5202-5770

11:00～19:00 日祝休
11 三井本館ロビー 日本橋室町2-1-1
12 凧の博物館 日本橋1-12-10たいめいけん5F 03-3271-2465 11:00

～17:00 日祝休
13 DIC COLOR SQUARE 日本橋 3-7-20 DICビル 1F 03-5203-7780 10:00～

17:00 土日祝休 但し10月30日（日）はオープン
14 日本銀行本店本館 日本橋本石町2-1-1

日本銀行旧館地下金庫 日本橋本石町2-1-1 03-3277-2815 見学受付時間11:00
～16:00 土日祝、年末年始

15 日本銀行貨幣博物館 日本橋本石町1-3 03-3277-3037 9:30～16:30（入
館は～16:00）月、祝、年末年始休（日本銀行分館内休館日）

16 小津史料館 日本橋本町3-6-2小津本館ビル1F 03-3662-1184
10:00～18:00 日休

小津和紙 日本橋本町3-6-2小津本館ビル1F 03-3662-1184
10:00～19:00 日休

17 三井記念美術館 日本橋室町2-1-1三井本館7F 03-5777-8600 10:00
～17:00 月休

18 日本橋三井ホール 日本橋室町2-2-1コレド室町5F 03-5200-3210
19 きもの学院花影きもの塾 日本橋富沢町5-10月村マンションNo.28-502号 03-3666-0399

平日10:30～21:00 土曜10:30～17:00 日曜10:30～15:00 祝休
20 ミュゼ浜口陽三・ 日本橋蛎殻町 1-35-7 03-3665-0251 11:00～

18:00 月休　＊展示替期間その他臨時休館あり
21 ナガセ ビューティケァ 日本橋小舟町5-1 03-3665-3772
22 ヘアサロンONO 日本橋室町3-3-1E.T.S室町ビルB1F 03-3213-0458

平日・土曜10:00～21:00／日曜・祝日10:00～20:00 無休
ヘアサロンONO 日本橋室町3-3-3CMビル1F 03-3211-7031 平日・

土曜10:00～21:00／日曜・祝日10:00～20:00 無休
23 ドゥ・クリエーション 日本橋2-1-3日本橋朝日生命館4F 03-5200-0180
24 JTB首都圏 日本橋支店 日本橋2-2-8 月堂ビル2・3F 国内旅行03-3273-0909 海外

旅行03-3273-8959 11:00～19:00 日祝
25 アズ整体院 日本橋室町1-6-1真洋ビル2F 03-3272-1119 （予

約制）10:00～21:00 日休
26 資生堂ビューティーサルーンコレド日本橋店 日本橋1-4-1コレド日本橋3F 03-3211-2066 （平

日・土）11:00～21:00（日・祝）11:00～20:00
27 東京証券取引所 日本橋兜町2-1 03-3665-1881 9:00～16:00 土

日祝休
28 熈代勝覧の複製絵巻 東京メトロ銀座線、半蔵門線「三越前」駅　地下コンコー

ス内 地下コンコースの開設時間帯（4:40～24:30）
29 東京穀物商品取引所 日本橋堀留町 1-10-16 第 8センタープラザビル 03-

3668-9311
30 東海東京証券 日本橋3-6-2日本橋フロント1F 0120-746-104（受付時

間）平日9:00～19:00/土9:00～15:00/日祝休
31 協働ステーション中央 日本橋小伝馬町5-1十思スクエア2F 03-3666-4761

10:00～19:00 月休
32 日本橋船着場 日本橋1-9日本橋南橋詰（滝の広場）
33 日本橋プラザ 日本橋2-3-4 03-3231-2231 9:00～17:00営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

定休 営業時間 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

定休 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 

1F 千疋屋総本店9:00～ 19:00／カフェ ディ フェスタ9:00～ 19:00／2F
レストラン ワイン＆ダイニング「デーメテール」月～土 11:30～ 14:00／
17:30～22:00（L.O.21:00）日～21:00（L.O.20:00）／千疋屋フルーツパー
ラー月～土11:00～22:00（L.O.21:30）日11:00～21:00（L.O.20:30）

おでんおぐ羅 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワーB1F 03-3516-1775
11:30～14:30、17:30～23:00

イタリア料理ラ・ベットラ ペルトゥッティ 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワーB1F 03-3272-1201
11:30～21:30（テイクアウト 8:00～）

炭焼き豚料理豚郎 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワーB1F 03-3272-4408
11:00～15:00、17:00～23:00

鳥料理日乃本比内や 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワーB1F 03-3231-1718
11:00～14:30、17:00～23:00／土日祝11:00～15:00、17:00～22:00

日本料理櫻川 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー2F 03-3279-0039
12:00～14:00（L.O.）、18:00～20:00（L.O.） 無休

カフェWIRED CAFE News 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワー2F 03-3231-5766
平日（月～金）11:00～22:00／土・祝11:00～20:00 日休

112 日本料理さくら 日本橋箱崎町 42-1 03-3665-7159 11:20～ 14:30
17:00～21:15 ※土曜は20:30閉店 日祝休

113 蕎麦室町砂場 日本橋室町4-1-13 03-3241-4038 平日11:30～21:00
（L.O.20:30）、土曜11:30～16:00（L.O.15:30） 日、祝、第3土休

114 ワインハウスエルミタージュ 日本橋室町4-3-10 03-3245-0008 11:00～14:30、17:00～22:00
115 酒ダイニングもろみ家 日本橋室町 4-3-14日本橋北村ビル 6F 03-3272-6638

11:30～13:00、17:00～22:30
116 うなぎ・日本料理日本橋いづもや本館日本橋本石町3-3-4 03-3241-6809 11:00～14:00、

17:00～22:00（L.O.21:30） 日祝休（土用の丑の日は営業）
117 日本料理割烹や満登 八重洲1-7-4矢満登ビルB1 03-3271-2491 11:30～

14:00、17:00～22:00（L.O.21:30） 土日祝休
118 日本料理割烹嶋村 八重洲1-8-6 03-3271-9963 平日11:30～14:00、16:30～22:30

（L.O.22:00）／土曜11:30～14:00、16:30～21:30（L.O.21:00） 日祝休
119 ラーメン由丸 八重洲仲通り店 八重洲1-8-9 03-3278-8005 平日11:00～23:00、土

曜11:00～22:00 日祝休
120 ラーメン由丸 京橋店 京橋2-3-15 03-5204-0547 平日11:00～22:00、土曜

11:00～18:00 日祝休
121 キッチンストリート・黒塀横丁 千代田区丸の内1-9-1東京駅八重洲北口 03-5299-2204

11:00～23:00
日本料理日本橋古都里 03-3216-1103 11:00～23:00（L.O.22:00）
イタリア料理ヒロプリモ 03-5219-5607 11:00～23:00（L.O.22:00）

122 中国料理桂花苑 日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテルB1F 03-3667-1111
11:30～14:30、17:30～22:00 年中無休

コーヒーショップシンフォニー 日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル1F 03-3667-1111
6:00～Midnight 年中無休

日本料理源氏香 日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル5F 03-3667-1111
11:30～14:30、17:30～22:00 年中無休

フレンチレストランパラッツオ 日本橋蛎殻町 2-1-1ロイヤルパークホテル 20F 03-3667-1111
11:30～14:30、17:30～22:00 月曜日定休（祝日は除く）

鉄板焼すみだ 日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル20F 03-3667-1111
11:30～14:30、17:30～22:00 年中無休

寿司矢の根寿司 日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテルB1F 03-5643-8139
11:30～14:30、17:30～22:30 年中無休

123 ラーメン由丸 日本橋店 日本橋室町1-8-5 03-3231-6567 11:00～22:00、土
曜11:00～18:00 日祝休

124 すきやき・しゃぶしゃぶ 佐々木 日本橋本町4-2-3 03-3241-5296 11:30～13:30、17:30
～22:00（L.O.21:00） 土日祝休

125 イタリア料理コルヴィエラ 日本橋兜町1-4日本橋兜町M-Square1F 03-6206-2306
11:00～13:30（L.O.）、17:00～23:00（L.O.） 日祝休

126 寿司都寿司 東日本橋3-1-3 03-3669-3855 平日17:00～22:30／
土曜17:00～22:00 日祝休

127 中国料理 YUJIN東京 日本橋2-6-5日本橋2丁目ビル 1F 03-3548-8800
平日 11:10～14:30、17:00～22:00（L.O.）／土曜11:30～22:00
（L.O.）／日祝11:30～21:00（L.O.）

沖縄料理美ゅらYUJIN 日本橋2-6-5日本橋2丁目ビルB1F 03-3243-5222
平日11:00～14:00、17:00～22:00 日休

128 日本料理八重洲 とよだ 八重洲 1-6-15登代田ビル 1F 03-3271-9235 11:30～
13:30、17:00～22:30（L.O. 21:30）（金曜は～深夜） 土日祝休

129 レストラン・バーシェルブール 日本橋茅場町2-13-5ホテルユニバースB1F 03-3668-7710
11:00～14:30、16:30～23:30（土曜は～22:00） 日祝休

130 蕎麦日本ばし 吉田 日本橋室町1-5-1 03-3241-3629 11:00～19:30
131 喫茶エイト珈琲店 日本橋 2-6-10 03-3275-3570 平日 10:00～ 20:00

土・祝10:00～16:00 日休
132 寿司蛇の市本店 日本橋室町1-6-7 03-3241-3566 11:00～14:00、17:00

～21:00 土日祝休
133 おむすび処えび寿屋 日本橋浜町3-22-1Ｆタワープラザ1F 03-3662-0175

8:00～19:00（日・祝17:00） 無休
カフェ・ダイニングバー flax 日本橋浜町3-22-1Ｆタワープラザ1F 03-3666-8787

11:30～14:00、18:00～23:00 土日祝休
134 寿司都寿司 日本橋蛎殻町1-6-5 03-3666-3851 11:00～14:00、

16:30～22:00 日祝休
135 日本料理星重 八重洲1-4-10 03-3271-7177 11:00～14:00、17:00

～22:00 土日祝休
136 うなぎ伊勢定 日本橋室町 1-5-17 03-3241-0039 11:00～ 14:30、

16:30～21:00（L.O.）（土・祝は11:00～19:00） 日休
137 寿司矢の根寿司 日本橋室町 3-2-13 03-3241-4679 11:00～ 23:00

（L.O. 22:00） 土日祝休
138 ダイニングバー 日本橋イチノイチノイチ日本橋1-1-1国分ビル1F 03-3516-3111 （ランチ）月

～金11:00～14:00、土・日・祝11:00～16:00（ディナー）月～木
17:00～23:30、金17:00～03:00、土・日・祝16:00～22:30

139 中国料理日本橋本町大勝軒 日本橋本町1-3-3 03-3241-4556 11:00～15:00、17:00
～21:00／土曜11:00～14:00 日祝休

140 中国料理蓬莱 八重洲 1-5-10 03-3273-1624 11:00～ 14:45、17:00～ 22:30
（L.O. 21:30）／土曜11:00～14:45、17:00～21:30（L.O. 20:30） 日祝休

141 うなぎ・スッポン亀とみ 日本橋室町 4-1-13 03-3241-6505 11:00～ 14:00、
17:00～21:00（L.O. 20:30） 土日祝休

142 うなぎ・日本料理高嶋家 日本橋小舟町11-5 03-3661-5909 11:30～14:00、
17:00～20:30（L.O.） 土日祝休

143 日本料理割烹 京縣 日本橋3-1-14 03-3271-8213 11:30～13:30、17:00
～23:00（L.O. 21:40） 土日祝休

144 うなぎ大和田 日本橋小伝馬町11-2 03-3661-0946 11:00～14:00、
17:00～21:00 土日祝休

145 中国料理泰興楼 八重洲本店 八重洲 1-9-7泰興楼ビル 03-3271-9351 11:00～
14:30、17:30～ 22:30（L.O. 22:00）／土曜 11:30～ 15:00、17:30
～21:30（L.O. 20:30） 日祝休

146 蕎麦そば処 たけもと 日本橋2-6-8 03-3271-9415 11:00～17:00 土日祭休
147 寿司・日本料理日本橋 舟寿し 日本橋小舟町11-2深澤ビル内 03-3661-4569 11:30～

14:30、16:30～22:00（L.O. 21:30）※土曜の夜は要予約 日祝休
148 寿司寿司芳 日本橋人形町2-18-3 03-3668-6981 17:00～24:00

月休
149 寿司寿司芳 日本橋蛎殻町2-4-1 03-3668-1020 18:00～24:30／

土・日・祝18:00～24:00 月休
150 うなぎ 日本橋宮川 日本橋室町1-9-12 03-3241-6545 11:00～ 15:00、

17:00～21:00（L.O.20:30）/土・祝11:00～15:00 日休
151 日本料理ぽん太 PONTA 日本橋蛎殻町 2-2-4 03-5643-0141 平日 11:30～

15:00（L.O.14:00/平日のみ）、17:30～23:00（L.O.22:00/土曜は
22:00まで）／バー 18:00～26:00 日休

152 イタリア料理コルレオーネ 日本橋蛎殻町1-39-5水天宮北辰ビル1F 03-3639-0107 11:30
～14:00（L.O.）、17:00～22:00（L.O.）（土祝ランチなし） 日休

153 レストラン TUA  CAFE 日本橋人形町2-32-8 03-5640-5539 7:30～23:00 無休
154 カフェ カフェ・ド・クリエ T-CAT店 日本橋箱崎町42-1 03-5642-3317 （平日）6:45～

20:00（土・日・祝）7:00～19:00
155 バー・レストランフランズーヤ 日本橋1-13-1 03-3548-8911 11:00～15:00、17:00～

23:00 土日祝休
156 ダイニングバー　KEYUCAダイニング＆デリ 日本橋箱崎町42-1東京シティエアターミナル1F ダイニン

グ専用03-5643-7837デリ専用03-5643-7833 ダイニング
営業時間 平日 11:00～ 15:00 17:00～ 22:00 土日祝 11:00～
15:00 17:00～21:00 デリ営業時間 11:00～21:00 日休
（デリのみ）

157 バー アントワープ 日本橋3-7-7小村ビル5F 03-3271-9598 18:30～営業時間 
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38 お香専門店香老舗松栄堂 日本橋人形町2-12-2 03-3664-2307 9:00～ 18:00
日祝休

39 家具 T's・東京家具 日本橋人形町2-1-9 03-3667-6761 11:00～23:00 日休
40 きもの・リサイクル下町おもしろ工芸館 日本橋人形町2-2-6 03-3664-3780 10:00～ 19:00

年末年始除き無休
41 中華食材販売日本橋 古樹軒 日本橋箱崎町 39-4 03-3639-0032 10:30～ 18:00

日祭休
42 キラピカ通り 千代田区丸ノ内 1-9-1東京駅八重洲北口B1F 03-5299-

2204 店舗により営業時間が異なります。
43 アンテナショップ北海道フーディスト 八重洲2-2-1ダイヤ八重洲口ビル1F 03-3275-0770

物販・飲食10:00～20:00（L.O.19:45） 年末年始除き無休
44 生花花藤 日本橋本石町 4-5-9 03-3241-0087 平日 8:00～

19:00 /土・祝9:00～17:00 日休
45 レディスファッション東レショップ 日本橋室町2-1-1日本橋三井タワーB1F 03-3245-5321

平日10:00～18:30／土・日・祝11:00～18:00
41 46 和菓子三原堂本店 日本橋人形町1-14-10 03-3666-3333 平日9:30～

19:30 /日・祝9:30～18:00 元日除き無休
41 47 和菓子日本橋うさぎや 日本橋1-3-8 03-3271-0479 9:30～18:00 日祝休
48 48 表具・経師経新堂 稲崎 日本橋浜町2-48-7 03-3666-6494 9:00～18:00 日祝休
48 49 刷毛・刷子江戸屋 日本橋大伝馬町2-16 03-3664-5671 9:00～17:00 土日祝休
48 50 江戸物染元濱甼高虎 日本橋浜町2-45-6 03-3666-5562 9:00～18:00 第

2・3土日祝休
48 51 家具ケユカ日本橋店 日本橋1-13-1 03-6225-4681 平日11:30～19:30土・

日・祝11:00～19:00
48 52 家具ケユカ箱崎エアターミナル店 日本橋箱崎町42-1東京シティエアターミナル1F 03-5643-

7831 平日11:30～19:30土・日・祝11:00～19:00
8 53 GRANSTA 丸の内1-9-1JR東京駅改札内地下1F 03-5299-2211

8:00～ 22:00/日祝 8:00～ 21:00 （一部ショップは 7:00
～） 11:00～23:00

タイ料理マンゴーツリーデリ 03-3287-8111 8:00～22:00 日祝8:00～21:00
和菓子銀座甘楽 03-3211-8180 8:00～22:00日祝8:00～21:00
かりんとう日本橋錦豊琳 03-3287-8010 8:00～22:00日祝8:00～21:00

8 54 風呂敷専門店唐草屋 日本橋人形町 3-4-6宮井ビル内 03-3661-3938
11:00～18:00 火水休

55 和雑貨港屋絵草紙店 日本橋浜町 2-18-5 03-5640-5978 10:00～
18:00 土曜不定休・日祝休

56 楊枝さるや 日本橋小網町18-10 03-3666-3906 9:00～17:00
第 3土・日祝休

57 てぬぐいちどり屋 日本橋人形町1-7-6 03-5284-8230 11:00～20:00/
土・祝11:00～19:00 日休

58 きもの・リサイクルたんす屋 東日本橋店 日本橋馬喰町 1-12-7 03-5614-1350 10:00～
18:00 日祭

59 きもの・リサイクルたんす屋 人形町店 日本橋人形町 2-20-2大山ビル 1F 03-3249-0529
11:00～19:30/土・日・祝11:00～18:00

60 洋菓子パティスリー イソザキ 日本橋浜町 3-3-1トルナーレ日本橋浜町 102 03-5643-
7910 10:00～20:00 不定休

61 和菓子ときわ木 日本橋1-15-4 03-3271-9180 9:30～17:30 土日祝休
62 ベビー用品ツインハート 日本橋箱崎町 42-1 03-3665-7650 11:00～ 19:00

（土・日・祝）11:00～17:00
63 佃煮・漬物遠忠商店 本店 日本橋蛎殻町 1-30-10 03-6661-6021 10:00～

19:00 日休
64 コレド室町 日本橋室町2-2-1 店舗により異なる 元日
65 YUITO 日本橋室町2-4-3 店舗により異なる 年末年始休
66 ROJI日本橋 日本橋 1-1-1 国分ビル 1F 03-3276-4162 11:00～

18:30 日休／土曜～18:00
67 山本山本店 日本橋 2-5-2 03-3281-0010 10:00～ 18:00／喫茶

室10:00～18:30 元日除き無休
68 和菓子三廼舎 日本橋富沢町 16-3 03-3661-5891 平日 9:00～

17:30／土曜9:00～16:00／喫茶～17:00 日祝休（お菓子
に関係ある祝日は営業）

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 営業時間 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

営業時間 

営業時間 

営業時間 

営業時間 

営業時間 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 営業時間 

定休 営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 

営業時間 1 西洋料理たいめいけん 日本橋1-12-10 03-3271-2465 11:00～21:00 日
祝休（１階は年中無休）

2 日本料理 日本ばし畔居本店 日本橋1-2-10東洋ビルB1F 03-3271-2000 11:00～15:00、
17:00～22:00（L.O.21:00）／祝日17:00～20:00 日、第3土休

3 中国料理小洞天 日本橋1-2-17 03-3272-1071 1 平日11:00～15:00、
17:00～21:30／土曜11:00～15:00 日祭休

4 和菓子榮太樓總本鋪 日本橋1-2-5 03-3271-7785 9:00～18:00 日祝休
喫茶 雪月花　 日本橋1-2-5 03-3273-6310 9:00～18:00 土曜

9:30～18:00 日祝休
5 カフェ上島珈琲店 日本橋 1-4-1コレド日本橋B1F 03-5255-7221 平

日・土曜7:00～21:45（L.O.）／日祝10:00～20:45（L.O.）
中華惣菜文琳茶菓舗 日本橋 1-4-1コレド日本橋B1F 03-3510-7555 平

日・土曜10:00～21:30（L.O.）、日祝10:00～20:30（L.O.）
カフェシバカフェ 日本橋1-4-1コレド日本橋3F 03-3242-2067 （月

～土）11:00～20:30（L.O.）、（日祝）11:00～19:30（L.O.）
韓国料理妻家房 日本橋1-4-1コレド日本橋4F 03-5204-0108 平日・

土曜11:00～22:00（L.O.）、日祝11:00～21:00（L.O.）
イタリア料理ピッツェリア ダ チーボ 日本橋1-4-1コレド日本橋4F 03-3272-6855 （月～土）11:00～15:00

（L.O.）、17:30～22:00（L.O.）（日祝）11:00～15:00（L.O.）、17:30～21:00（L.O.）
イタリア料理タヴェルナ ダ チーボ 日本橋1-4-1コレド日本橋4F 03-3272-6337 （月～土）11:00～16:00（L.O.

15:00）、17:30～23:00（L.O.22:00）（日祝）11:00～16:00（L.O.15:00）、17:30～22:00（L.O.21:00）
鳥料理鶏料理 日本橋1-4-1コレド日本橋4F 03-3517-5331 （月～土）11:00～15:00

（L.O.）、17:30～22:00（L.O.）（日祝）11:00～15:00（L.O.）、17:30～21:00（L.O.）
おばんざい小割烹おはし 日本橋1-4-1コレド日本橋4F 03-6202-0505 （月～土）11:00～14:30

（L.O.）、17:00～22:00（L.O.）（日祝）11:00～14:30（L.O.）、17:00～21:00（L.O.）
タイ料理タイレストラン 沌 日本橋1-4-1コレド日本橋4F 03-6225-2891 （月～土）11:00～16:00

（L.O.）、16:00～22:00（L.O.）（日祝）11:00～16:00（L.O.）、16:00～21:00（L.O.）
6 天ぷら弁慶 日本橋 1-5-8 03-3271-2811 平日 11:00～ 14:00、

17:00～21:30／土曜11:30～14:30 日祝休
7 ラーメンますたにラーメン 日本橋 1-6-7ぬまたビル 1F 03-3272-8548 平日

10:30～23:00／土日祝10:30～22:30 年中無休
8 蕎麦日本ばし やぶ久 日本橋2-1-19 03-3271-0829 平日11:00～22:30（L.O.）／

土曜11:00～21:00（L.O.）／第3土曜11:00～15:00（L.O.） 日祝休
9 日本料理いけ増　日本橋店 日本橋 2-2-6 03-3271-5685 11:00～ 14:00、16:30

～4:30／土11:00～22:00 日祝休
10 寿司寿司貞 日本橋室町 1-8-4 03-3241-6000 平日 11:30～ 14:00、

17:30～22:00、土11:30～14:00、17:30～21:00  日休
11 イタリア料理南欧食堂トノー 日本橋人形町 1-12-11リガーレ日本橋人形町 ANNEX102

03-5641-1008 11:00～14:00、17:30～22:00 なし
12 カレーべねぜら 日本橋箱崎町32-3 03-3664-5301 （平日）11:00

～19:30（土曜日）11:00～14:00 日祝休
13 バー bar raccolta 日本橋2-9-6 03-3231-0610 11:30～14:00、18:00～

24:00 土日祝
14 イタリア料理アルポルト 日本橋2-4-1 島屋B2F 03-3211-4111 11:00～21:00（L.O.）

点心ディンタイフォン 日本橋2-4-1 島屋B2F 03-3211-4111 11:00～21:000（L.O.）
レストラン 麦星 グリル 満天星 日本橋2-4-1 島屋B2F 03-3211-4111 11:00～21:00（L.O.）
喫茶ルカフェドゥジョエル・ロブション 日本橋2-4-1 島屋2F 03-3211-4111 10:00～19:30（L.O.）
喫茶フォション サロン・ド・テ 日本橋2-4-1 島屋8F 03-3211-4111 10:00～19:30（L.O.）
レストラン特別食堂 日本橋2-4-1 島屋新館4F 03-3211-4111 11:00～

20:30（L.O.））
中国料理糖朝 日本橋2-4-1 島屋新館6F 03-3211-4111 11:00～

21:00（L.O.）
レストラン資生堂パーラー 日本橋2-4-1 島屋新館6F 03-3211-4111 11:00～

21:00（L.O.）
15 レストランキュル・ド・サック 日本橋室町 3-2-9 駒井ビル B1 03-3270-7077 ランチ

11:30～14:00 ディナー17:30～23:30 土日祝休
16 ふぐ料理山田屋 日本橋3-1-15 03-3271-2031 11:30～13:30／17:00

～21:30（L.O.） 日祝休
17 日本料理日本橋ゆかり 日本橋3-2-14 03-3271-3436 11:30～14:30、17:00

～22:00（L.O.21:30） 日祝休
18 天ぷらだぼ鯊天ぷら 日本橋3-3-14 03-3271-7533 11:00～14:00、17:00

～21:30 第2・4日曜休／その他日・祭日は予約制
19 中国料理八重洲大飯店 日本橋 3-3-2 03-3273-8921 11:30～ 22:30

（L.O.22:00） 日祝休
20 居酒屋酒席いづみや 日本橋3-3-3 03-3271-2939 16:30～23:00         
21 レストラン浮舟 日本橋3-4-13 03-3271-9042 11:30～13:30 土日祝休
22 シンガポール料理 Singapore Seafood Emporium 日本橋3-3-14 03-3272-1537 11:30～14:30、17:30

～22:00／土曜は予約のみ 日祝休
23 中国料理銀座アスター日本橋賓館 日本橋3-7-20ディックビルB1F 03-3273-8831 11:30

～21:30（L.O.20:45） 年中無休
24 西洋料理サリュコパン 日本橋3-7-20ディックビル18F 03-3273-1717 平日11:30

～14:00、17:00～22:00／土日祝パーティー、レストランウェディング
25 中国料理萬寿園 日本橋3-7-7小村ビル1F・B1F 03-3271-2568 平日11:30～

15:00、17:00～22:00 (L.O.21:30) ／土曜11:30～14:30 日祝休
26 天ぷら八ッ花 日本橋 2-6-11 03-3271-9354 11:30～ 21:00／土曜

11:30～20:00 日祝休
27 寿司吉野鮨本店 日本橋3-8-11 03-3274-3001 11:00～14:00、16:30

～22:00（L.O.21:30）／土曜11:00～14:00（L.O.） 日祝休
28 レストランテキサス 日本橋蛎殻町1-33-6 03-3664-1234 17:00～1:00／

土曜17:00～21:00 日祝休
29 イタリア料理サンマルツァーノ 日本橋蛎殻町 2-14-4 03-3666-3499 17:00～

23:00 日、第1・3月休
30 カレーキュイボンヌ 日本橋茅場町1-4-6木村実業第2ビルB1F 03-3661-2730

11:00～22:30（土曜日はランチのみ） 日祝休
31 ホテルオークラ 日本橋茅場町1-5-8東京証券会館7F 03-3667-4828

11:00～20:30（L.O.20:00） 土日祝休
32 おでんお多幸 茅場町店 日本橋茅場町1-8-5 03-3669-3465 16:30～23:15

（L.O.22:30）土曜16:30～22:00（L.O.21:30） 日祝休
33 牛タン焼利助 日本橋室町 4-6-9 03-3241-3228 11:00～ 15:00、

17:00～23:00 土曜11:00～21:00 日休
34 蕎麦茅場町長寿庵 日本橋茅場町1-9-4 03-3666-1971 11:00～15:00、

17:00～21:30
35 日本料理辰巳 日本橋茅場町2-1-9 03-3666-0996 11:00～13:30、

17:00～22:00 土日祝休
36 日本料理日本橋織音 日本橋 3-6-2 日本橋フロントB1F 03-3516-1097

11:30～14:00（L.O）、17:30～20:30（L.O） 日祝休
37 うなぎ・鳥料理鳥徳 日本橋茅場町 2-5-6 03-3666-4692 平日 11:00～

14:00、17:00～22:00 土曜11:30～14:00 土日祝休
38 イタリア料理カヤバッチョ 日本橋茅場町 2-7-3イーストインタービル 1F 03-3669-

3939 11:00～14:00／17:30～21:50（L.O.）
39 居酒屋浜町亭 茅場町店 日本橋茅場町2-9-8友泉茅場町ビル1F 03-3660-0181

11:30～14:30、16:00～24:00 日祝休
40 ラーメン由丸 茅場町店 日本橋茅場町2-10-10 03-5645-1073 11:00～22:30、

土曜11:00～18:00 日祝休
41 天ぷらみかわ 日本橋茅場町3-4-7 03-3664-9843 11:30～13:30、

17:00～21:30 水休
42 中国料理椿山酒家 日本橋茅場町3-7-1 03-3666-9429 11:00～15:00、

17:00～23:00 日祭休
43 カレー SPICE CUBE 日本橋小伝馬町 1-1 2F 03-3664-1100 11:00～

15:00、18:00～22:00
44 喫茶珈琲蕃 日本橋小伝馬町1-1 03-3662-0855 7:30～19:00
45 すきやき伊勢重 日本橋小伝馬町14-9 03-3663-7841 11:00～22:00

（20:00以降御来店の場合22:30まで）
46 居酒屋まぐろ家さん 日本橋小網町1-3 03-3667-1655 11:00～22:30
47 居酒屋郷 日本橋小網町1-4淳和ビル1F 03-5643-5553 11:30

～14:20、17:00～23:00
48 うなぎ喜代川 日本橋小網町10-5 03-3666-3197 11:00～14:00、

17:00～20:00（L.O.） 日祭休
49 ダイニング・バー我や 日本橋小網町18-11 03-3808-0505 17:00～23:00

（L.O.22:30） 土日祝休
50 GRANSTA DINING 丸の内1-9-1東京駅改札内1F 03-5299-2211 7:00

～23:30（一部ショップは6:30～）
炒飯東京炒飯 03-3217-1886 7:00～22:30（L.O.22:00）
ジェラートジュラス 03-3212-4028 6:30～22:30（L.O.22:00）
レストラン日本食堂 03-3214-5120 7:00～22:30（L.O.22:00）営業時間 
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定休 営業時間 51 レストランネスパ 日本橋人形町1-1-22 03-5640-1011 11:00～15:00、
17:00～22:00 日休　

52 喫茶カフェ・ドルチェ 日本橋人形町1-14-10三原堂2F 03-3666-3334 10:00
～20:00 日・祝10:00～18:00 元日除き無休

53 サンドイッチパーラーまつむら 日本橋人形町 1-14-4 03-3666-3424 平日 7:00～
18:00／土曜7:00～15:00 日祝休

54 甘味処初音 日本橋人形町1-15-6 03-3666-3082 11:00～21:00
日・祝11:00～18:00 無休

55 喫茶快生軒 日本橋人形町1-17-9 03-3661-3855 7:00～18:30 日祝休
56 鳥料理玉ひで 日本橋人形町 1-17-10 03-3668-7651 月～土 11:30～

13:00、月～金17:00～22:00（土曜は16:00～21:00） 日祝休
57 寿司寿司久 日本橋3-4-12 03-3271-3514 平日11:30～14:00、17:00

～21:00、土曜11:30～14:00、17:00～19:00 日祝休
58 レストラン小春軒 日本橋人形町 1-7-9 03-3661-8830 平日 11:00～

14:00、17:00～20:00／土曜11:00～14:00 日祝休
59 イタリア料理イルマレブルー 日本橋人形町1-8-2 03-3666-7766 11:00～21:30 日休
60 寿司六兵衛鮨 日本橋人形町2-13-10 03-3666-7543 11:30～14:00、

17:00～21:30 日祝休
61 居酒屋浜町亭 人形町2丁目店 日本橋人形町2-14-3人形町ACTビル1F 03-3664-3819

16:00～4:00 日祝休
62 居酒屋酒の店笹新 日本橋人形町2-20-3 03-3668-2456 17:00～22:30

日、祝、第3土休
63 天ぷらはやし 日本橋室町1-12-10 03-3241-5367 11:30～14:00、17:30～20:00 ／土

曜11:30～14:00、17:30～20:00（平日・土曜のランチタイム）11:30～14:00 日祝休
64 お好み焼き松浪 日本橋人形町2-25-6 03-3666-7773 11:30～14:00、

17:00～22:00（L.O.21:30）
65 ハンバーガーブラザーズ 日本橋人形町2-28-5 03-3639-5201 火～土11:00

～ 22:00（L.O.21:30）／日・祝 11:00～ 17:00（L.O.16:30）
月休（※月曜が祝日の場合は営業し、火曜休）

66 蕎麦・居酒屋 夢やぐら 甘酒横町店 日本橋人形町2-31-13 03-5651-3961 11:00～23:00
（L.O.22:00） 日祝休

67 日本料理凡味 日本橋人形町2-32-3 03-3669-4671 11:00～20:00
（要予約） 日祝休

68 麦・居酒屋 夢やぐら 日本橋浜町2丁目店 日本橋浜町 2-33-5 03-5614-7525 11:30～ 23:00
（L.O.22:00） 日祝休

69 豆腐料理双葉 日本橋人形町2-4-9 03-3666-1028 6:00～19:00  
70 すきやき日山 日本橋人形町2-5-1 03-3666-2901 11:30～14:00、

17:00～21:00※要電話予約 日祝休
71 喫茶ワコー 日本橋人形町2-6-4 03-3666-7631 9:00～ 22:30、

土・祝9:00～18:00 日休
72 洋食キラク 日本橋人形町2-6-6 03-3666-6555 11:00～20:15

日、第2・3月休
73 すきやき 人形町今半本店 日本橋人形町2-9-12 03-3666-7006 平日 11:00～

15:00、17:00～22:00／土日祝11:00～22:00 元日除き無休
74 レストラン 芳味亭 日本橋人形町2-9-4 03-3666-5687 11:00～14:00、

17:00～21:00 日休
75 ふぐ料理、ちゃんこ鍋元淳 日本橋人形町3-11-8 03-3667-1147 17:00～22:30 日祝休
76 日本料理鯛ふじ 日本橋箱崎町14-7 03-3666-7724 11:30～13:30、

17:30～21:30（要予約）
77 蕎麦砂場 箱崎店 日本橋箱崎町42-1東京シティーエアターミナル2Ｆ

03-3665-7278 10:30～21:30 年中無休
78 居酒屋浜町亭 浜町店 日本橋浜町 2-34-7 03-3667-3886 11:30～ 14:00、

16:00～23:30 日祝休
79 イタリア料理アルポンテ 日本橋浜町2-4-3 03-3666-4499 11:30～13:30、17:30

～23:00（L.O.21:30） 日祝休
80 居酒屋グリル浜町亭 総合スポーツセンター店 日本橋浜町2-59-1中央区立総合スポーツセンター1F

03-3660-1455 11:00～21:00 第3月休
81 魚料理魚よし 日本橋久松町12-6 03-3661-2850 11:00～14:00 土日祝休
82 寿司繁乃鮨 日本橋本町1-4-13高根屋ビル 03-3241-3586 11:00

～13:30、17:00～21:00 土日祝休
83 とんかつ宇田川 日本橋本町 1-4-15 03-3241-4574 11:00～ 14:00、

17:00～21:00 日祝休
84 釜飯寿保羅 日本橋本町1-5-2石田ビル4F 03-3279-0075 11:30

～14:00、17:00～22:30 土日休（土曜日は予約のみ営業）
85 日本料理ニュー葆里湛 日本橋本町 2-1-7タケダ本町ビル B1F 03-3242-8989

11:30～15:00、17:00～23:00 日祝休
86 居酒屋浜町亭 日本橋本町店 日本橋本町 2-1-7タケダ本町ビル B1F 03-3271-5279

11:30～14:00、16:00～23:30 日祝休
87 中国料理白蘭 日本橋本石町4-4-17 03-3279-2075 11:00～14:00、

17:00～21:00 土日祝休
88 とらふぐ専門　ふぐどん 小伝馬町店 日本橋本町3-9-5 03-3667-0029 平日11:30～14:00、

17:00～23:00／土日祝17:00～23:00
89 居酒屋さかなと地鶏大八 日本橋本町4-10-10TSSビル1F 03-3663-8798 11:30

～14:00、17:00～22:00
90 イタリア料理ヴィハージュ 日本橋本町4-12-13日本橋三友ビルB1 03-3669-8148

11:00～14:00、17:30～22:00
91 台湾料理新台北 日本橋本町4-14-2ミマツビル1F 03-3664-0058

平日11:00～22:00、土曜11:30～14:00 日祝休
92 天ぷらてん茂 日本橋本町4-1-3 03-3241-7035 12:00～14:00、17:00

～20:00、土曜夜は～19:00（前日までに要予約） 日祝休
93 うなぎ・日本料理大江戸 日本橋本町 4-7-10 03-3241-3838 11:00～ 22:00

（L.O.21:40）土曜11:00～21:00（L.O.20:40） 日祝休
94 レストランオーベルジュ・ド・ニレーヌ 日本橋本町4-7-15ホテルかずさや1F 03-3241-3846

11:00～16:00、17:00～21:00 日祝休
95 カレーらいん 日本橋室町1-11-2二葉ビル1F 03-3279-5084 11:00

～15:00、17:00～22:00（L.O.21:30） 土日祝休
96 日本料理京の馳走はんなりや 日本橋室町1-11-15UNOビル2F 03-3245-1233 平

日11:30～14:00（L.O.13:30）、17:30～22:30（L.O.22:00） 土
曜17:30～22:30（L.O.22:00） 日祝休

97 イタリア料理日本橋ピノッキオ 日本橋室町1-11-16 03-3241-7320 11:00～14:00、
17:30～22:00（L.O.21:00） 土日祝休

98 喫茶 ZEN茶'fe 日本橋室町1-11-2 03-3270-3672 平日7:30～22:00
（L.O.） 土日祝11:00～20:00（L.O.） 無休

99 日本料理松楽 日本橋室町 1-11-2 03-3241-3573 11:30～ 13:30、
17:00～22:30（L.O.21:30） 日祝休

100 蕎麦利久庵 日本橋室町 1-12-16 03-3241-4006 平日 11:00～
20:30 土曜11:00～16:00 日祝休

101 日本料理割烹日本橋とよだ 日本橋室町 1-12-3 03-3241-1025 11:30～ 14:30
（L.O.） 17:00～22:00（L.O.21:00） 日祝休

102 ダイニングバー一の倉 日本橋店 日本橋室町 1-13-12 03-6202-1388 11:30～ 13:30
（L.O.） 16:30～23:00（L.O.22:30） 土日祝休

103 カレーシディーク 日本橋室町1-1-5 03-5299-6789 11:00～15:00、17:00
～23:00 無休

104 喫茶レトロ・カフェ・ウエスト 日本橋室町1-4-1三越本店新館3F 03-3243-1881
10:00～19:30（L.O.19:00）

喫茶宮越屋珈琲 日本橋室町1-4-1三越本店新館4F 03-3231-5589
10:00～19:30（L.O.19:00）

レストラングリル満天星 日本橋室町1-4-1三越本店新館9F 03-3275-2800
11:00～22:00（L.O.21:00）

イタリア料理代官山ASOチェレステ 日本橋室町1-4-1三越本店新館10F 03-3243-1820
11:00～22:00（L.O.20:30）

中国料理筑紫樓 日本橋室町1-4-1三越本店新館10F 03-3242-2946
11:00～22:00（L.O.21:00）

日本料理なだ万 日本橋室町1-4-1三越本店新館10F 03-6214-2701
10:00～22:00（L.O.20:30）

105 鳥料理むろまち鳥や 日本橋室町1-5-13ツカゴシビル1F 03-3241-5288
11:00～13:30、17:00～22:00（L.O.21:30） 土日祭休

106 喫茶東洋 日本橋1-2-10 03-3271-0007 10:00～22:00 日、第3土休
107 おむすび処日本橋まるうめ 日本橋室町1-6-3 03-3279-6083 11:00～14:00

土日祝休
108 喫茶ミカド珈琲店 日本橋室町1-6-7 03-3241-0530 平日7:15～20:00、

土曜8:00～18:00、日祝10:00～18:00
109 イタリア料理トラットリア・イタリア 日本橋室町1-7-1スルガビルB1F 03-6202-0095 平

日11:00～22:30、土日祝11:30～22:30 無休
110 レストラン上野精養軒 日本橋店 日本橋室町1-5-3 03-3241-2741 11:00～14:30
111 千疋屋総本店 日本橋室町2-1-2日本橋三井タワー1・2F 03-3241-0877 営業時間 
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1 和菓子とらや 日本橋1-2-6 03-3271-8856 9:00～18:00 日休
2 コレド日本橋 日本橋1-4-1 店舗により異なる 元日

ドラッグストアトモズ コレド日本橋店 日本橋1-4-1コレド日本橋1F 03-6225-2861 平日8:00～
21:00／土日祝10:00～20:00／処方箋受付 平日のみ9:00～18:00

レディスファッションモニターマインド 日本橋1-4-1コレド日本橋2F 03-3278-5637 平日・
土曜11:00～21:00／日・祝11:00～20:00

バッ レディスファッションアナトリエ 日本橋1-4-1コレド日本橋2F 03-3516-2656 平日・
土曜11:00～21:00／日・祝11:00～20:00

ファッションバナナ・リパブリック コレド日本橋 日本橋1-4-1コレド日本橋2F 03-6202-1841 平日・
土曜11:00～21:00／日・祝11:00～20:00

サロンジュリークショップ コレド日本橋店 日本橋1-4-1コレド日本橋3F 03-3241-1019 （月
～土）11:00～21:00（日・祝）11:00～20:00

ファッション31 Sons de mode 日本橋1-4-1コレド日本橋3F 03-3516-8131 （平
日・土）11:00～21:00（日・祝）11:00～20:00

コスメコスメキッチン 日本橋1-4-1コレド日本橋3F 03-5203-2210 （平
日・土）11:00～21:00（日・祝）11:00～20:00

3 寝具・インテリア西川 日本橋1-5-3 03-3271-5531 10:30～18:30
4 百貨店 島屋 日本橋2-4-1 03-3211-4111 10:00～20:00（レスト

ラン街は21:30まで） 元日以外連日営業
5 和紙はいばら 日本橋2-8-11旭洋ビル2F 03-3272-3801 10:00～

18:30、土10:00～17:00 日祝休
6 中国漢方イスクラ薬局 日本橋店 日本橋2-15-3グレイスビル1F 03-3273-7331 10:00

～19:00 土日祝休
7 八重洲地下街 八重洲2-1 03-3278-1157 販売他10:00～20:00／飲食

9:00～22:00（一部店舗で異なる） 元日）
カフェミスタービーン 03-3548-4000 7:00～21:00土日祝9:00～21:00
イタリア料理イタリアンバールOTTO 03-3548-9696 8:00～22:30（L.O.22:00）
コスメラッシュ 03-3272-6661 10:00～20:00
コスメケサランパサラン 03-3242-5155 10:00～20:00
サロン ビューズ アイブロウスタジオ 03-3242-0050 10:00～20:00
ジュエリーアイデクト 03-3527-9934 10:00～20:00

8 コンビニ repos勢州屋本店 日本橋富沢町10-15 03-3662-3721 7:00～20:00、
土曜7:30～18:00 日祝休

9 粕漬け魚久 日本橋人形町1-1-20 03-3666-3848 9:00～ 19:00
日祝休

10 人形焼き重盛永信堂 日本橋人形町 2-1-1 03-3666-5885 平日 9:00～
20:00／土曜9:00～18:00 日休（5日の縁日に当たった場合月曜休）

11 たいやき柳屋 日本橋人形町2-11-3 03-3666-9901 12:30～18:00
日祝休

12 竹・籐・杞柳・木製品 戸田屋商店 日本橋人形町2-11-4 03-3666-5940 10:00～19:00、
土曜12:00～18:00 日祝休

13 和菓子寿堂 日本橋人形町2-1-4 03-3666-4804 9:00～21:00、
日・祝9:30～17:30

14 パン人形町タンネ 日本橋人形町2-12-11 03-3667-1781 平日10:00～
18:00／土曜10:00～17:00 日祝休

15 つづら岩井つづら店 日本橋人形町2-10-1 03-3668-6058 9:30～ 18:30
日祝休

16 三味線販売・修理ばち英楽器店 日本橋人形町2-10-11 03-3666-7263 9:00～19:30
日祝休

17 玉子焼き 焼き鳥鳥忠 日本橋人形町2-10-12 03-3666-0025 9:00～19:00
日祭休

18 瓦煎餅人形町亀井堂 日本橋人形町2-20-4 03-3666-6654 9:00～ 18:30
日祝10:00～17:30 年中無休

19 人形焼き人形焼本舗板倉屋 日本橋人形町2-4-2 03-3667-4818 8:00～21:00 日祝休
20 京つけもの近為 日本橋人形町2-5-2 03-3639-9439 9:00～18:30
21 折詰弁当日本橋弁松総本店 日本橋本町 2-4-12 03-3279-2361 火～金 7:00～

14:30 土・日・祝7:00～12:30 月休
22 生花チェルシーガーデン 日本橋室町1-4-1三越本店本館7F、屋上 03-3274-8505

10:00～19:00 年中無休
23 刃物木屋 日本橋室町2-2-1コレド室町1F 03-3241-0110 10:00

～20:00 年中無休
24 海苔山本海苔店 日本橋室町1-6-3 03-3241-0290 9:00～18:30 無休（元日除く）
25 書画用品・小物有便堂 日本橋室町1-6-6 03-3241-6504 10:00～18:00 日祝休
26 鰹節・乾物食品八木長本店 日本橋室町1-7-2 03-3241-1211 10:00～18:00

年中無休ただし元日2日のみ休
27 佃煮老舗日本橋貝新 日本橋室町1-13-5 03-3241-2734 10:00～18:00（土

曜は～16:00） 日祝休
28 鰹節にんべん日本橋本店 日本橋室町2-2-1コレド室町1F 03-3241-0968 10:00

～20:00 年中無休ただし元日のみ休
29 パン室町ボンクール 日本橋室町4-3-12 03-5201-3811 7:30～20:00、土

曜8:00～18:00 日祝休
30 漆器専門店黒江屋 日本橋1-2-6 03-3272-0948 9:00～17:00 土日祝休
31 書籍・文具・ギャラリー丸善日本橋店 日本橋2-3-10 03-6214-2001 9:30～20:30 年始除き無休
32 ゆかた堀井株式会社 日本橋久松町5-3 03-3664-7181 9:30～17:00

土日休
33 百貨店日本橋三越本店 日本橋室町1-4-1 03-3241-3311 10:00～19:30 無休

ファッション "TOREX"ショップ 日本橋室町1-4-1三越本店本館4F 03-3231-8430
10:00～19:30 無休

34 はんぺん神茂 日本橋室町1-11-8 03-3241-3988 10:00～18:00（土
曜は～17:00） 日祝休（及び7・8月は土休）

35 佃煮日本橋鮒佐 日本橋室町 1-12-13 03-3270-2731 10:00～18:00
第3日曜休（7・12月を除く）

36 菓子日本橋文明堂 日本橋室町1-13-7 03-3241-0002 8:30～18:00、土
曜8:30～17:00 日祝休

37 うちわ・扇子伊場仙 日本橋小舟町4-1伊場仙ビル1F 03-3664-9261 10:00
～18:00 土日祝休定休 
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24:00 土日祝休
158 カフェ エスプレッサメンテ イリー 日本橋中央通り店 日本橋2-5-13 03-3510-6580 7:00～22:00 年中無休
159 イタリア料理La Cornice 八丁堀 1-4-8森田ビル 1F 03-5875-4664 11:00～

23:00（L.O.22:00） 土日祝休
160 蕎麦浜町薮そば 日本橋浜町2-5-3 03-3666-6522 11:30～19:30

（L.O.19:00））、祝日11:30～18:00（L.O.17:30） 日、第4土休
161 天ぷら天音 日本橋蛎殻町1-13-2 03-3666-0639 11:00～13:30、

17:00～20:00 土日祝休
162 天ぷら神尾 日本橋2-16-6佐藤江戸橋ビル1F 03-3231-2256 11:00

～14:00、18:00～21:30 日祝休
163 天ぷら天松 日本橋店 日本橋室町1-8-2 03-3241-5840 平日11:00～14:00、

17:00～21:00（L.O.）、土・日・祝11:00～14:30、17:00～21:00（L.O.）
164 寿司東京元気寿司DINING BAR 八重洲2-1八重洲地下街 03-5255-6606 平日11:00～

22:00（L.O.21:30））、土・日・祝11:00～21:00（L.O.20:30））
165 日本料理魚十 日本橋大伝馬町12-8 03-3661-2380 11:30～14:00、

17:30～21:00（L.O.20:30）） 土日祝休
166 うなぎ大和田本店 日本橋人形町2-7-16 03-3666-1790 11:00～14:00、

17:00～20:30（L.O.））土曜11:00～14:00 日祝祭休
167 うなぎ美國屋 日本橋2-5-11 03-3271-3928 11:00～16:00（売り

切れ次第終了） 日休
168 中国料理龍鳳 日本橋箱崎町42-1東京シティエアターミナル2F 03-3665-7162 11:30

～14:00、17:00～21:00（L.O.20:30）土日祝11:30～14:00 17:00～20:30（L.O.20:00）
169 天ぷらつじ村 日本橋箱崎町27-5 03-3666-3419 11:30～13:30、

17:30～21:00（L.O.20:30）） 土日祝休
170 魚料理築地 傳（DEN) 日本橋蛎殻町1-21-9 03-3666-5822 11:00～14:00、17:30

～23:00（L.O.22:00）土曜17:00～23:00（L.O.22:00） 日休
171 蕎麦碇そば 金碇庵 日本橋蛎殻町1-39-11 03-3666-4524 17:00～23:00

（L.O.22:30）） 土日祝休
172 イタリア料理グラン・パ 日本橋店 日本橋室町 3-2-9 駒井ビルB1F 03-3270-7077 （ランチ）

11:00～15:00（ディナー）17:00～23:00（土11:00～15:00） 日祝休
173 レストラン 食工房 あらじん 日本橋室町1-7-2八木長ビルB1F 03-3279-8252 （ランチ）

11:00～14:30（ディナー）17:30～22:30 土日祝はランチのみ営業
174 蕎麦 御清水庵 清恵 日本橋室町1-8-2日本橋末広ビル1F 03-3231-1588

（月～金）11:00～22:00（日曜）11:30～14:30 土祝休
175 カフェ Cafe&Gallery KAI 日本橋室町 1-13-14 03-3274-0255 11:30～18:00

（ランチ）11:30～14:00 土日祝休定休 
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営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 

営業時間 

定休 営業時間 

定休 

お
買
い
物

お
食
事

観
る
・
遊
ぶ
・
学
ぶ

グランスタ

バール ラコルタ

シンガポールシーフードエンポーリアム

にほんばしおりね

さんのや

グランスタ　ダイニング

レストラン ニホンバシ
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