
  

 

 

　 

ロイヤルパークホテル 
　日本橋美人お食事コース（サービス料別） 
　日本橋美人ヘルシーダニッシュ 
　日本橋美人婚礼衣装プラン（税込） 
　日本橋美人コーナー  
室町ボンクール 
　日本橋美人豆乳パン 
　日本橋美人なごみあんぱん  
榮太樓總本鋪 
　日本橋美人あんぱん 
　日本橋美人なごみあんぱん  
日本橋高島屋 
　日本橋美人 女性の味方メニュー（帝国ホテル） 
　日本橋美人 香立セット（スティック型線香） 
　日本橋美人 スティック型線香（60本入り） 
　日本橋美人 匂い香セット（衣裳用）  
伊勢重 
　日本橋美人ランチ「焼豚サラダのお重」  
寿保羅 
　日本橋美人釜飯ランチ  
人形町亀井堂 
　日本橋美人瓦煎餅名入小瓦筆箱（発注生産、要予約）  
遠忠食品 
　日本橋美人荏胡麻おかかふりかけ 
　日本橋美人江戸前生のり 
　日本橋美人江戸前手むきあさり 
　日本橋美人ちりめん佃煮 
　日本橋美人荏胡麻昆布  
堀井 
　日本橋美人ゆかた  
夢紫美術館 
　日本橋美人色・紫草　ポケットチーフ 
　日本橋美人色・紫草　スカーフ 
　日本橋美人色・紫草　半襟 
　日本橋美人色・紫草　帯揚げ  
建設技術研究所 
　江戸日本橋観光めぐりコース 
　人形町観光めぐりコース  
割烹嶋村 
　日本橋美人会席（ランチタイムメニュー）  
花影きもの塾 
　日本橋美人講座（2時間／全4回）  
福井酒造 
　日本橋美人梅酒  
ヘアサロン大野　日本橋店 
　日本橋美人シェービング（70分コース/90分コース）  
耳かき・耳エステ　ウーム 
　日本橋美人イヤーコース（25分・2コース有）  
ネイルスタジオＧ 
　日本橋美人ネイルケア（ケアカラーコース有） 
　日本橋美人Bioジェル 

■ 
　￥5,250 
　￥378 

　￥451,500 
ー  
■ 

　￥100 
　￥180  

■ 
　￥168 
　￥180  

■ 
　￥3,990 
￥735 

　￥1,575 
　￥735  

■ 
　￥2,800  

■ 
　￥1,200  

■ 
　未定  
■ 

　￥500 
　￥400 

　￥1,500 
　￥450 
　￥450  

■ 
　オープン価格  

■ 
　￥1,800 
　￥8,800 
　￥2,000 
　￥15,000  

■ 
ー 
ー  
■ 

　￥5,000  
■ 

　￥10,000  
■ 

　￥1,050  
■ 

　￥7,000/￥10,000  
■ 

　￥2,500  
■ 

　￥3,000/￥4,500 
￥8,000 

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〕 
日本橋室町1-6-3 03-3241-0290
9:00～18:30 www.yamamoto-noriten.co.jp無休（元日除く） 

● 日本橋美人焼きたて海苔 
手巻き・細巻き用〔全型10枚分2切20枚入〕 
おむすび用〔全型10枚分3切30枚入〕 
食膳用〔全型10枚分8切80枚入〕 
各種￥525 

日本橋美人プロジェクトでは、今後も本プロジェクトにご
賛同いただける企業・名店と共に、さまざまな商品開発を
行っていきます。商品は次々ラインナップ！見逃さないで。 

日本橋美人商品を募集しています。お問い合わせは下記まで 
日本橋美人プロジェクト事務局 
（NPO法人 東京中央ネット内） 

TEL   03-3553-5550　FAX   03-3553-5368

最新情報は、ホームページをcheck!

 

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 
パン。美味しい日本橋美人あんぱんは榮太樓の餡。 

低カロリーなのにボリューム 
たっぷり。ダイエット中にも 
安心。 

日本橋美人あんぱん 
日本橋室町4-3-12 03-5201-3811
7:30～20:00/土8:00～18:00

日祝 
www.bansei-gp.com/boncoeur.html

室町ボンクール 

● 日本橋美人あんぱん 
  　￥168　215kcal

● 日本橋美人飴　さくら 
　 ￥525（ミニポーチ入 15粒入） 

美しいさくら飴で心も身体も 
リフレッシュ！！ 

乳白色の色と爽やかな酸味が美味しい榮太樓總本鋪の新飴 
です。飴一粒中にクエン酸と約レモン1個分のビタミンCが 
入っているので、疲労回復と美白などにお薦めです。 

榮太樓總本鋪 日本橋美人飴 さくら 
日本橋1-2-5
9:00～18:00 日祝 

03-3271-7785
www.eitaro.com

ビタミン・ミネラル・食物繊維
をバランス良く含む海苔で、
身体の中からおいしくきれい
になりましょう 

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 
03-3241-3846
日祝（土曜・要予約） www.h-kazusaya.co.jp

日本橋本町4-7-15ホテルかずさや1Ｆ 

11:00～16:00/17:00～21:00

ご注文の方に 
シャーベットサービス 

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。 

ごぼうサラダにキノコのマリ
ネなど栄養価の高い野菜料
理で、ヘルシーに美しく。 

● 日本橋美人ランチ ￥945  827Kcal

h t t p : / /www . n i h o nba sh i - b i j i n . c om

10:00～18:0003-3281-0010
元日 

山本山 日本橋美人有機粉末茶 
日本橋2-5-2

www.yamamotoyama.co.jp/

粉末茶には美容に欠かせないカテキン、ビタミン
Ｃ、Ｂ１、Ｅ、食物繊維が多く含まれています。 

良質なお茶の産地、静岡県春野町の煎茶を細かく粉砕した
粉末茶。香り高くまろやかな味口なので、ヨーグルトやアイ
スクリームにかけたりさまざまに楽しめます。全工程で有機
ＪＡＳ規格の認証を受けています。 

● 日本橋美人有機粉末茶　￥735

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
のある風味豊かなおいしさが楽しめる、本店限定の逸品です。 

● 日本橋美人御膳「彩」　￥3,675 
　 771Kcal

03-3241-1025
r.gnavi.co.jp/toyoda/

割烹日本橋とよだ 日本橋美人御膳「彩」 

日本橋とよだの歴史は140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 
橋美人御膳『彩』」です。※月～金のランチタイム限定 

日本橋室町1-12-3

彩りの美しい料理は、栄養 
バランスも抜群。 
見て楽しむことも美人づ 
くりに有効。五感で味わっ 
て。 

11:30～14:00L.O. 17:00～21:30L.O.
日祝 

11:00～14:00／17:00～22:00
03-3271-3436 日祝 

日本橋 ゆかり 日本橋美人松花堂弁当 
日本橋3-2-14

● 日本橋美人松花堂弁当 
￥3,675　598kcal

http://nihonbashi-yukari.com/

料理人の技で旨味を増した食
材を心ゆくまで味わえます。
五感を刺激し日本橋美人の感
性を磨いてくれるでしょう。 

3代続く懐石料理の老舗の味を、豊富な食材と美しい盛り付
けで堪能できます。昼（11:30～14:00）限定の松花堂弁当
は、口取・お造り・揚げ物・煮物と満足のボリュームです。 
※要予約（限定10食） 

9:00～17:00
日本橋浜町3-21-1日本橋浜町Fタワー 03-3668-0390

http://www.ctie.co.jp/土日祝 

株式会社建設技術研究所 
「江戸日本橋観光めぐり」コース 

KNTツーリスト 
日本橋美人プロジェクト インフォメーションコーナー 

● 費用はコース内容によって異なります 
http://www.tokyochuo.net/edo-nihombashi

最新の日本橋美人プロジ 
ェクト情報、日本橋美人 
新聞、書籍「日本橋美人」 
などがラインナップ。 
日本橋美人を目指す女性 
にオススメのスポット！ 

ロイヤルパークホテルのロビーフロアにあるロゴショップ　 
「ロイヤルギャラリー」に、日本橋美人コーナーがあります。 
ロイヤルパークホテルプロデュースの日本橋美人商品や他店 
の情報が得られます。 

日本橋美人コーナー 

日本橋を訪れる人たちに日本橋美人商品などを通じて、日
本橋について知っていただくツアーを定期的に行っていき
ます。 

江戸日本橋観光めぐりを通して、
日本橋をもっと知り、日本橋美人
を目指す、心豊かなひとときをお
過ごし下さい！ 

日本橋にある３つの営業所（日本橋・
茅場町・小伝馬町）で日本橋美人
新聞と日本橋美人商品を紹介して
しています。 

国内外の旬な旅行情報と日本橋美
人プロジェクトの最新情報を同時
にゲット。ゆっくりとくつろげる空間
で美的好奇心をアップ！ 

着付け短期集中講座で、全くの初心者に分かりやすく指導し 
本格着付を楽しめます。伝統文化である着物を通して、日本 
の歴史や心を学びましょう。 

マナーや作法も楽しく学べ 
ます。豊富な知識のきもの 
美人を目指しましょう。 

本紙持参の方に。 
腰紐をプレゼント。 

花影きもの塾 日本橋美人講座（全4回） 
日本橋富沢町5-10 月村マンションNo28 502号 
月～金10:00～21:00 土～15:30 http://hanakagejyuku.jp

03-3666-0399

● 日本橋美人講座 
　 2時間/4回 

￥10,000

日祝休 

日本橋営業所 
茅場町営業所 
小伝馬町営業所 

23
24
25

ロイヤルパークホテル 日本橋美人Feeling Beauty

● 日本橋美人Feeling Beauty 
　ツイン（1名様利用）￥38,000～ 
　ツイン/ダブル（2名様利用お一人様）￥28,000～ 
※日本橋美人梅酒付 
消費税・サービス料含む　宿泊税別 

オリジナルレディスポーチを進呈 

日本橋蛎殻町2-1-1 03-3667-1111
www.rph.co.jp

世界最高級のシモンズのベッド 
が「いい眠り」を誘います。 

100％ピュアオイルで本格アロマテラピートリートメント。 
ご宿泊のお部屋で至福のリラクゼーションタイムを。 
シックでモダンなゲストルームで、ゆったりとリラックス。 

本誌持参でご来店の方に、50円OFFで￥500にて販売 

千疋屋総本店 
日本橋室町2-1-2
9:00～19:00 無休 

03-3241-0877
日本橋美人SOYシェイク・ストロベリーブレンド 

www.sembikiya.co.jp
季節の果物とヘルシーな豆乳（SOY）を 
使ったシェイクが登場！厳選された数種類 
の苺を使用し、豊かな香りに仕上げました。 
ヘルシーで美肌効果抜群のシェイクをお楽し 
みください。 

鉄分が豊富な豆乳と、その吸収を助け美 
肌効果の高いビタミンCが豊富な苺のコ 
ンビネーションで、身体の中から美しく。 

● 日本橋美人香立セット 
　（スティック型線香）￥735 
● 日本橋美人匂ひ香セット 
　（衣装用）￥735

日本橋2-4-1 03-3211-4111 
 

www.takashimaya.co.jp/tokyo
10:00～20:00  地下2階、新館6階レストラン街、新館4階特別食堂は11:00～21:30 不定休 

日本橋美人香 

リラクゼーション効果
の高い日本橋美人香。
相手に与える印象も
プラスに。 

白檀や伽羅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。 

● 日本橋美人SOYシェイク・ストロベリーブレンド ￥550　210kcal

03-6202-0095

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B1F
11:00～22:30　土日祝11:30～22:30　 

無休 
日本橋美人パスタ 

●日本橋美人パスタ　￥1,720　703Kcal
※京野菜の種類は入荷状況により変わります。 

甘海老はビタミンＢ12を豊
富に含み、貧血予防にも効果
的。季節の京野菜とのコンビ
ネーションは低カロリーで栄
養バランスに優れています 

甘海老と京野菜で和えた彩りが美しいパスタ。甘海老のや
わらかな食感と京野菜の歯ごたえが楽しめます。 

東京都中央区日本橋2丁目5番2号  日本橋本店03（3281）0010 
http://www.yamamotoyama.co.jp/

創業元禄三年 

東　京 日本橋 




