
美人度ＵＰには、朝食が大切。鰹
節御ふりかけはたんぱく質、食物
繊維、ビタミン、ミネラルがバラン
ス良く含まれており、しっとりソフ
トタイプなので、手軽に美味しく
ヘルシーなごはん食がいただけ
ます。　※231kcal(80g当たり)

割烹日本橋とよだ
日本橋美人「彩御膳」

日本橋とよだの歴史は
150有余年。
割烹初心者でも気軽に
楽しめるのが、種類豊富
で旬の持ち味を最大限
に引き出した「日本橋美
人『彩御膳』」です。
※月～土のランチタイム限定
※771kcal

9
map

3,780円
割烹 嶋村
日本橋美人会席

嘉永三(1850)年創業の
銘店。
先付「空蒸し」/向「刺身」
/鉢「真鯛のかぶと煮」/台
「金ぷら」/留「食事」/甘
味「凍菓子」と多彩な品
数が堪能できます。
※ランチタイム限定
※975kcal

8
map

3,800円
矢の根寿司 ロイヤルパークホテル店
海鮮ばらちらし「日本橋美人」セット

本店の隠れた逸品「海
鮮ばらちらし」が、ロイヤ
ルパークホテル店限定
で「日本橋美人セット」と
して登場。
茶碗蒸し、お椀、季節の
サラダ、デザートを付け
たセットです。
※837kcal

34
map

2,700円
寿保羅
日本橋美人釜飯ランチ

女性の健康を意識し、10
種類以上の季節の食材
が盛り込まれた釜飯は、
一人前ずつお米から炊
き上げています。
毎日届く、島根県益田市
の漁港から獲れたての
魚介類も魅力的。
※790kcal

13
map

1,000～1,300円

桂花苑【ロイヤルパークホテル地下１Ｆ】
日本橋美人“美肌粥”御膳

お粥は、甘酢漬けの前菜、
タラバガニとエビ、ボイル
レタスのトッピング付き。
デザートに杏仁豆腐も付
いて女性に嬉しいメニュ
ーです。
※ランチタイム限定
※380kcal

34
map

2,700円
オーベルジュ・ド・ニレーヌ【ホテルかずさや】
日本橋美人ランチ

旬の素材で、活力と食の
楽しみを提供することが
テーマ。
美味しいものを少しずつ
という女心を汲んだ人気
ランチ。
※ランチタイム限定
※439kcal

26
map

972円
ロイヤルスコッツ
【ロイヤルパークホテル
  地下１Ｆ】

日本橋美人カクテル

梅酒を使用したオリジナルカク
テル。爽やかな飲み口が人気で
す。

34
map

1,512円

山本山 喫茶室
日本橋美人
アイス抹茶ミルク

宇治の抹茶で作るアイス抹茶
ミルク。
ご注文をいただいてから抹茶
を点てるので、豊かな風味も楽
しめます。
※98kcal

32
map

500円

千疋屋総本店
日本橋美人梅酒
(Plum Wine）

神奈川県小田原産「白加賀」と
地酒「曽我の誉」で作ったこだわ
りの梅酒です。
梅のエキスと辛口日本酒のキレ
が、あっさりとした口当たりです。
※156kcal(100g当たり)

14
map

1,296円

千疋屋総本店
日本橋美人
百市の柿酢

百市の柿(西条柿)を使い、昔な
がらの瓶仕込み手づくり製法で、
低温でじっくり熟成させました。
抗酸化や生活習慣病の予防に
もお奨めの、まろやかな醸造酢
の清涼飲料です。
※22kcal(100g当たり)

14
map

1,944円

千疋屋総本店
日本橋美人はちみつ

古来より貴重品とされた
はちみつは、江戸時代に
は千姫が嫁入りに持参し
たと伝えられているほど。
それと同じ、三重県桑名
産の春に収穫した逸品
が日本橋美人はちみつ。
※294kcal(100g当たり)

14
map

1,620円
千疋屋総本店
日本橋美人いちじくジャム

いちじく、レモン果汁、砂
糖など全て国産で仕上
げ、添加物は一切使用し
ていません。100％手作
りの味をお楽しみいただ
けます。
※123kcal(100g当たり)

14
map

1,080円

榮太樓總本鋪
日本橋美人飴さくら

乳白色の色と爽やかな酸味が
美味しい飴です。一粒中にクエ
ン酸と約レモン1個分のビタミン
C入りなので、疲労回復や美白
などにお勧め。
郵送ができるパッケージは、筆
まめな日本橋美人に最適。
※13kcal(1粒) 10粒入り

2
map

324円

人形町亀井堂
日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱

創業時の明治6（1873）
年から伝わる手法で添
加物を一切使わず、素材
の持ち味を生かした瓦
煎餅。
子どもから高齢者まで、
時代を超えて愛される変
わらぬ人形町の味覚で
す。

23
map

480円
ロイヤルデリカ【ロイヤルパークホテル１Ｆ】
日本橋美人マロンアマンディーヌ

ブリオッシュ生地のタル
トレットに粒々のマロン
入りアーモンドクリーム
を絞り、ココナツと大粒
の栗をトッピングした日
本橋美人のための一品。
※３５６Kcal

34
map

486円
榮太樓總本鋪
日本橋美人あんぱん

女性を意識した、ヘルシ
ーで厳選された素材を
贅沢に使ったあんぱん。
ビタミンB1や食物繊維
などが豊富な餡は、榮太
樓特製のこし餡です。
※215kcal

2
map

210円

榮太樓總本鋪
日本橋美人なごみあんぱん

良質の国産小麦を2種類
ブレンドしたやわらかな
食感。
牛乳の代わりに豆乳を
使用した生地に、榮太樓
特製の粒餡を使用。
※310kcal

2
map

210円
山本海苔店
日本橋美人 焼きたて海苔
〔手巻き・細巻き用〕〔おむすび用〕〔食膳用〕

焼きたて海苔を半裁・三
つ切・八切にカットして
あります。
深みのある風味豊かな
美味しさが楽しめる、本
店限定の逸品です。

31
map

540円各種

にんべん 日本橋本店
日本橋美人 鰹節御ふりかけ
(昆布・椎茸・ごま入り)

24
map

345円

遠忠商店 本店
日本橋美人佃煮・ふりかけ

熟練の職人が直火釜で
炊きあげた、化学調味料
を一切使用していない
本物の味を、ごはんやお
むすびでお楽しみくださ
い。

3
map

421～475円

小津和紙
日本橋美人あぶらとり紙

金箔製法あぶらとり紙は、
そっとお肌を押さえるだ
けで一瞬にして余分な
皮脂を吸い取ります。
※サイズ 9.5cm×9.5cm 
20枚入

5
map

432円
日本橋髙島屋 ７Ｆ呉服サロン「香の調べ」
日本橋美人香

白檀などの天然香料を
伝統製法でブレンドし日
本橋美人をイメージした
香りを完成させました。

21
map

756～1,620円
日本江戸クラフト協会
江戸の灯ディスカバリー"日本橋美人"

伝統技術保持者が染付
けの行程で実際に使用
してきた伊勢型紙を、忠
実に再現した高輝度Ｌ
ＥＤ採用のJAPANブラ
ンド商品です。

 6,048円小サイズ
9,936円大サイズ

資生堂ビューティーサルーン
コレド日本橋店
日本橋美人エステ
高濃度酸素セラピー

98％高濃度酸素とナノ化された
ヒアルロン酸の相乗効果で、小じ
わ、むくみ、疲れた肌の癒しなど
に即効的な効果が期待できます。

12
map

8,100円～

03-5859-5187問

Ｓ＆Ｎラリー対象商品

4 街を巡るPoint

※掲載の施設・店舗の場所や営業時間などは、地図（P10.11）と早見表（裏表紙）をご覧ください。  ※営業時間、休業日、開催内容などは変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。  ※写真、マップ、イラストなどは全てイメージです。  ※特に表記のない料金に関しては、全て税込です。　8



Ｓ（スウィーツ商品）＆Ｎ（日本橋美人商品）ラリーをお楽しみください。Ｓ（スウィーツ商品）＆Ｎ（日本橋美人商品）ラリーをお楽しみください。

和三盆・抹茶・きな粉・苺 4 種 計 12 個入り

榮太樓總本鋪
名代 金鍔

小麦粉を練った餡を薄く
包み、胡麻油を引いた銅
板で両面を焼き側面を
転がしながら焼き上げま
した。

2
map ラウンジ オアシス

【コートヤード・マリオット銀座東武ホテル】
銀座のはちみつロールケーキ

銀座で採れたはちみつ
を使用した、おしゃれな
ロールケーキです。
コーヒーまたは紅茶付。

6
map

1,544円
【カフェ＆ベーカリー GGCo.】
アメリカンアップルパイ

195円１個

702円

486円１個

680円～１個

486円１個 1,080円 1 本（小）

432円1カット

1,401円１本

コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション

シャキシャキとした爽や
かな食感のリンゴと香ば
しいクランブルをたっぷ
りとあしらって、ホームメ
イドのような優しい味わ
いに仕上げました。

7
map 千疋屋総本店

ピュアフルーツジェリー

国産果実をクリスタルタ
ッチに仕上げた「ピュア
フルーツジェリー」

14
map

2,160円

ザ･ペニンシュラ ブティック【日本橋三越本店 新館B２F】
デザート各種

ザ・ペニンシュラホテル
香港のレシピを元に作ら
れた、こだわりのマンゴ
ープリンや杏仁豆腐は
贅沢な逸品です。

22
map

デザートをお買上げならシール対象

アンジェリーナ【日本橋三越本店 本館B1F】
モンブランデミ

1903年創業以来、パリジ
ェンヌを虜にしてきたキ
ラーアイテム。
伝統技法で作られるモン
ブランクリームが秀逸。

22
map 茶の環【日本橋三越本店 本館B1F】

ロールケーキ天の極

抹茶「天の極」を使用し、
職人が手で感覚を合わ
せた生地をじっくり手焼
きしました。
抹茶と相性のよい大納
言の入った一品です。

22
map パティスリー モンシェール【日本橋三越本店 本館B1F】

堂島ロール

ロールケーキ人気の火
付け役的存在。
北海道産クリームを数種
オリジナルブレンドした、
生クリームに圧倒されま
す。

22
map

ロイスダール【日本橋三越本店 本館B1F】
ロンジェ

バラエティ豊かなクッキー
の詰合せです。
フレッシュバターと卵をたっ
ぷり使用して焼き上げた、き
め細やかな味わいをお楽し
みください。

22
map マイスターユーハイム　　

【日本橋三越本店 本館B1F】
バウムクーヘン
シャイベン

本場ドイツで認められたバウム
クーヘン!
ドイツ農業協会国際食品品質品
評会金賞受賞!

22
map

1,080円

彩果の宝石【日本橋三越本店 本館B1F】
日本橋オリジナルBOX　

21種類36粒入りのゼリ
ーが入った日本橋三越
本店限定商品です。
個々に、豊潤な香りと風
味をもたせ、丹念に、気
持ちを込めてつくり上げ
ています。

22
map

1,620円
ＷＡ・ＢＩ・ＳＡ【日本橋三越本店 本館B1F】
香ほろん

さっくりとした生地に、上
質な和の素材を組み合
わせて味わい深く仕上げ
たクッキー。
ほろほろさくりとやさしい
食感が特徴です。

22
map

　1,296円

本髙砂屋【日本橋三越本店 本館B1F】
エコルセ「彩」3種セレクト

パリッと軽やかな焼菓子
「エコルセ」の日本橋三
越限定フレーバー。
カラフルな3種類をチョ
イスしてください。

22
map

1,620円
Ｒハート【プランタン銀座 本館Ｂ2F】
スイ―ツ各種

プランタン銀座限定ショ
ップです。
ハートの焼き菓子やケ
ーキが人気。東京・銀座
の焼きモンブランなど、
ここでしか入らない商品
がおススメ。

25
map

297円～
mugendai銀座本店
無添加ドライフルーツ Re:fru リフル

選りすぐりの果実を砂糖
や着色料、香料などの添
加物を一切使用しない
完全に無添加のドライフ
ルーツに仕上げました。

28
map マネケン【八重洲地下街 南1号】

ワッフル各種

ベルギー産パールシュガ
ーなど厳選した素材と伝
統製法にこだわり、お店
で生地から焼き上げるワ
ッフルはバターの香り高
く、外はサクッと中はふん
わりとした独特の食感が
特徴です。

29
map

129円～

ビアードパパ【八重洲地下街 南1号】
ロイヤルマスカルボーネ

いつも出来立てのシュー
クリーム専門店。
濃厚ながらも上品なまろ
やかさで人気のマスカ
ルポーネ風味のクリーム
は、八重洲地下街店限
定です。

29
map

250円 カボチャプリン

「北海道えびすカボチャ」を
使用したプリンです。
仕上げにフルーツグラノー
ラとココナツオイルのクラン
チをのせた逸品です。

ロイヤルデリカ
【ロイヤルパークホテル１Ｆ】34

map 芝神明榮太樓
江の嶋最中 6個入り

文豪、尾崎紅葉が好み、
その名を付けた江の嶋
最中。
白、ゆず、こしあん、つぶ
あん、ごまの5種類を入
れた詰合せ。皮と餡の相
性が絶妙なひとくちサイ
ズの最中です。

50
map

933円
秋色庵  大坂家
秋色最中 小型6個クリスタルＢＯＸ入り

日本初の三色最中として
好評の看板商品、秋色
最中。
小倉・栗・黒糖の味が楽
しめるミニサイズの詰合
せです。ちょっとした手土
産にも最適です。

51
map

540円

新正堂
切腹最中

「忠臣蔵」から着想を得
たユニークな切腹最中
は、お詫びの手土産の
No1に選ばれる新橋界
隈の名物。
求肥入りで甘さが控えめ
なので幅広い層に人気
を博しています。

52
map

200円

●写真はすべてイメージとなります。予告なしに写真と一部内容・食材が変わる場合がございます。

●数に限りがございますので、売り切れの際はご容赦ください。

●一部の商品にアルコールを使用しています。運転なさる方、アルコールに弱い方などは各店舗でご確認ください。

●商品にアレルギー原材料が含まれているか否かの確認は、直接各店舗にお問い合わせください。

●シールの配布は、会期中 (9/25～ 10/13) のみとさせていただきます。

ご注意
●1回につき1商品のご購入が対象です。同じ商品を複数ご購入されても1カウント（1シール）です。

江戸時代から続く伝統を感じつつ品格や粋などの価値観を大切にする
“心も身体も美しい” 女性の総称で、江戸 ( 東京 ) の地域ブランドです。
“心も身体も美しい” 女性をめざす方々のために、名店、企業などと協力
して開発した商品のラインナップが「日本橋美人商品」です。

Ｓ＆Ｎラリー対象商品

東京都港区芝大門 1-4-1　TEL：03-3431-2211

芝神明榮太樓

http://www.shiba-eitaro.com/

和菓子ひとすじ
　　　まごころをこめて 甘さをおさえた、さっぱりとした味

忠臣蔵の話と共にお召上りください。

ターゲットボディプラス東急オアシス武蔵小金井店
http://target-bp.com/     TEL:042-388-0109

東京都港区芝大門 1-4-14　TEL：03-3431-2211

芝神明榮太樓

http://www.shiba-eitaro.com/

当店を代表する御菓子 『江の嶋最中』は、文豪尾崎紅葉
が名付け掛け紙は「金色夜叉」の挿絵を描いた武内桂舟
によるものです。

MAPの番号（数字）は●は中央区、●は千代田区、●は港区、●は墨田区、●はその他　　◆公式ホームページ【edoartexpo】　◆twitter 【#edoartexpo】  ◆Facebook 【edoartexpo】 9


