
※都合により会期・内容が変更になる場合がございます。 ※内容の詳細につきましては各店に直接お問い合わせください。
※東京中央ネット（www.tokyochuo.net)の中央区最新情報でも最新の情報をご覧いただけます。
掲載情報「トピックス・催し物情報」「ホテル情報」「グルメお得情報」「NPOボランティア団体情報」

12/28・1/27・2/24・3/30 
榮太樓の日金鍔実演（税込み189円）出世大福（税込み100円）
1/3 新春初売り福袋（税込み1,000円）
1/11 鏡開き（予定）お汁粉振舞い

～ 12/24 工芸女性工芸グループ環展
1/4 ～1/7 企画展平成23年度東京藝術大学受託研究の経過発表
1/9～1/14 企画展平成23年度東京藝術大学受託研究の経過発表
1/16～1/21 企画展第7回書き初め大会発表展
1/23～1/28 書道第35回 選抜研墨会
1/30～2/4 サンドブラスト第3回石原孝子ガラス工芸展
2/6～2/11 鎌倉彫鎌倉彫・彫雅会秀作展
2/13～2/18 水墨画日本橋水墨画研究会展
2/20～2/25 書道華胥会書展
2/27～3/3 絵手紙藤田春海素のままに絵手紙祈りをこめて
3/5～3/10 和紙 2011公募第24回 全国和紙絵画展
3/12～3/17 油絵第6回葉展(YO-TEN)
3/19～3/24 書道石川香月書道展
3/26～3/31 継ぎ紙第28回王朝継ぎ紙合同作品展
＜1/4 日本橋七福神めぐり記帳所および休憩所＞
福袋500円（メガネクロスと飴のセット）販売。
＜1/5 小津第7回書き初め大会＞
参加費無料。要予約。10:30～ / 11:30～ / 13:30～ / 14:30～
＜1/9 東京藝術大学日本画研究室の先生方によるギャラリートーク＞
14:00～平成23年度東京藝術大学受託研究の経過発表。

1/2～1/31 コレド日本橋ウィンターセール
セール 30％～50％OFF（一部店舗は最大70％OFF)

1/2・3 「幸福を呼ぶ“寿”獅子舞」イベント開催！
○コレド日本橋　　　10:45～ 12:30～ 18:00～ 予定
○コレド室町　　　　14:00～ 予定
○日本橋三井タワー　16:00～ 予定

※状況により変更になる場合がございます。

1/2～ 福袋販売:各店舗、なくなり次第終了
福メニュー:各飲食店舗にてご用意

～12/25 クリスマス・お歳暮フェア
12/26～ お年賀好適品フェア
12/26～3/31真紅な苺のごあいさつ（ストロベリーオンパレード）
1/3 ～ 1/7 新春寿フェア　　
2/1～2/14 フルーティバレンタインフェア　
3/1～3/14 フルーティホワイトデーフェア

グランスタ・グランスタダイニング催事スケジュール
～12/25 クリスマスフェア
12/26～1/9 年末年始フェア
1/23～2/15 バレンタインフェア
2/1～2/3 恵方巻フェア
2/27～3/15 ホワイトデーフェア

鉄道会館　TEL 03-5299-2209 グラングルメ・キラピカ通り・グランアージュ・グランスタ・グランスタダイニング

千疋屋総本店　TEL 03-3241-0877（1F販売部） TEL 03-3241-1630（2Fフルーツパーラー部）

コレド日本橋・コレド室町　www.coredo.jp

小津和紙　TEL 03-3662-1184

榮太樓総本鋪　TEL 03-3271-7785

「一般公開講演会」
午後3時～午後4時30分 入場料 500円 要電話予約
12/20 演題「病気　老化は足から」

講師　石原結實（イシハラクリニック院長）
1/30 演題「狂言への誘い～デモンストレーション＆ワークショップ」

講師　深田博治（狂言師）
2/27 演題「福島原発事故を乗り越えて」

講師　松井賢一（日本エネルギー経済研究所参与）

～12/25 ばらのギフトセンター
～12/23 吉岡幸雄の仕事
～1/16 萬福寺開創350周年記念隠元禅師と黄檗文化の魅力

（有料）※1/1は休業日
1/2～1/5 新春きもの大市
1/7～1/28 半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル
1/20～1/25 婦人フォーマルウエアバーゲン
1/31～2/6 現代女流書100人展（有料）
2/4～2/14 アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き！～
2/8～2/14 戸塚刺しゅう展 / 2012春の新作振袖フェスティバル
2/24～2/29 大近江展
2/24～3/1 春季創画展
■正月イベント
1/2  初売出し午前10時から
1/4 新春江戸火消し梯子乗り・木遣り唄 10:00～ / 正午～

12/15～12/31歳末セール　お買得商品や限定商品を多数ご用意！
12/15～1/7 お年賀・帰省お土産フェア お正月ならではの商品が満載！
1/2～1/9 新春セール　1/2・3の初売りは福袋もご用意（数量限定）
1/10～2/29 受験生応援フェア　受験生のパワーの源にぜひ鰹節を！
1/10～2/29 鍋つゆセール　この冬はにんべんの「鍋つゆの素」で鍋三昧！
2/1～2/14 バレンタインデーフェア「いろまめほへと」の限定ラッピング登場
3/1～3/14 ホワイトデーフェア
3/1～3/15 春の味覚・ドレッシングフェア
3/1～4/15 入園入学フェア・新生活応援セール

（本館4階ゴルフサロン）
1/2～1/24 2012三越ゴルフフェスタ
（本館4階呉服フロア）
1/7～1/24 三越春の京呉服均一会
（本館7階催物会場）
12/25～12/29 レディスファッションバザール
12/27～1/10 日本の職人「匠の技」展
1/11～1/16 メンズウィンターバザール/ 北欧リビングフェア
1/18～1/23 家具・ベッドインテリアバザール / 第3回 長崎展
1/25～1/30 大壱万均一
2/1～2/14 スイーツコレクション
（新館7階ギャラリー）
12/14～12/25 2011三越クリスマスワールド
1/18～1/23 美術特選会

日本橋三越本店　TEL 03-3241-3311

にんべん 日本橋本店　TEL 03-3241-0968

日本橋高島屋　TEL 03-3211-4111

日本橋倶楽部　TEL 03-3270-6661

～1/28 三井家伝来能面と能装束ー神と幽玄のかたちー
2/8～4/8 茶会への招待ー三井家の茶道具ー

併設：初公開ー新町三井家の新寄贈品から

～12/25 クリスマス大抽選会 10:00～21:00（12/22のみ21:30まで）
12/19～12/24チャリティミュージクソンミュージックライブ
12/26～1/3 第88回箱根駅伝展（1/1休業）
12/26 元マラソン選手瀬古利彦氏トークショー&サイン会12:30～13:30（メインアベニュー）
1/2～1/5 2012福袋
1/2～1/17 ヤエチカウィンターバーゲン
2/10～2/16 大雪山ひがしかわ写真展
2/18～2/26 東京マラソン 2012
※各イベントにつきまして詳しくはHPをご覧ください。

～12/25 クリスマスプレゼントフェア
クリスマスギフトに最適な品々をご用意しています。

1/2、1/3 新年福袋販売 各日 10:00～ 先着100個
税込3,150円（1/2・3の営業時間 10：00～17：00）

1/4 七福神めぐり特別販売
10:00～16:00頃 この日限りのお買い得品をご用意。

2/6 海苔の日もみ海苔「梅が香」特別販売 1缶税込368円
12:30～ 先着500名様 17:30～ 先着300名様　※お一人様2缶まで。

1/7～9 各レストラン　成人の日　お祝い特別メニュー
～1/31 新年会プラン
1/28 鉄板焼きすみだ「宮崎牛を楽しむアンリオ・トリロジーディナー」
2/8～14 パラッツオ「バレンタイン　特別ディナー」
2/10～14 ロイヤルデリカ「バレンタインオリジナルギフト」
～2/29 フォンテーヌ「ストロベリーデザート　フェア」
2/1～3/15 ロイヤルスコッツ「いちごのパレード」
2/23 パラッツオ「パラッツオとウィスキーのマリアージュディナー」

飯村　功 特別料理賞味会

1/7 ★日本橋七福神詣
（日本橋七福会総務（小網神社） TEL 03-3668-1080）

1/2～3 ★箱根駅伝
（名橋「日本橋」保存会　TEL 03-3546-5328）

1/5 ★初水天宮
（水天宮　TEL 03-3666-7195）

2/3 ★節分祭
（水天宮 TEL 03-3666-7195）

2/26 東京マラソン2012
（東京マラソン事務局　TEL 03-5320-6896）

3/中旬 中央通り「はな街道」春の花植え
（中央通り「はな街道」実行委員会　TEL 03-3664-8741）

その他の催事情報 ★は東京中央ネット（www.tokyochuo.net)で映像配信中

ロイヤルパークホテル　TEL 03-3667-1111

山本海苔店　TEL 03-3241-0290

八重洲地下街　TEL 03-3278-1157

三井記念美術館　TEL 03-5777-8600（ハローダイヤル）

 
 

 

　

日本橋ゆかり
日本橋美人松花堂弁当 3,675円
割烹 嶋村
日本橋美人会席 3,675円
寿保羅
日本橋美人釜飯ランチ 1,000～1,200円
伊勢重
日本橋美人ランチ｢焼豚サラダのお重｣ 2,800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 2,500円
千疋屋総本店
日本橋美人SOYシェイク・ストロベリーブレンド 550円
日本橋美人梅酒(Plum Wine） 1,260円
榮太樓總本鋪
日本橋美人あんぱん 168円
日本橋美人なごみあんぱん 180円
ロイヤルパークホテル
日本橋美人ヘルシーダニッシュ 378円
日本橋美人 Feeling Beautyツイン（1名様利用）

35,500円～
遠忠商店本店
日本橋美人佃煮・ふりかけ 450～1,500円
亀井堂
日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱 480円
はいばら
日本橋美人ポチ袋 470円
小津和紙
日本橋美人あぶらとり紙 420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"

大サイズ 9,660円 小サイズ 5,880円
資生堂ビューティーサルーン コレド日本橋店
日本橋美人ボディー 15,750円
日本橋美人フェイシャル 12,600円

日本橋美人商品一覧

プロジェクトにご賛同いただける企業・名店と共に、日本橋美人商品の開発を行っています。お問い合わせは日本橋美人プロジェクト事務局まで。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

※一部店舗にて開催期間が異なります。
※一部割引対象外がございます。
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株式会社鉄道会館　代表取締役社長
1970年 東京大学工学部卒　同年日本国有鉄道入社
1994年 上信越高原リゾート開発（株）代表取締役社長
1998年 東日本旅客鉄道（株）取締役長野支社長
2001年 ジェイアール東日本住宅開発（株）代表取締役社長
2005年～（株）鉄道会館 代表取締役社長

好きなことば　～雲の上はいつも青空～
荒天の日でも厚い雲の上には、いつも青い空
が広がっています。同様に人生で苦難の時が
あったとしても、信念を持ち未来にベクトル
を合わせて乗り越えれば、いずれ成果が表れ
ると思います。

華やかさを寿ぐ訪問着は、裾模様に道長
取りを配し、四季の花々を艶やかに描い
ています。正倉院模様の袋帯で高い格調
を施し、初春らしさをピンク系の小物で
コーディネートしました。

着付け ：花影きもの塾
衣装協力：和BeautyHANAKAGE
撮影協力：ロイヤルパーク ホテル
撮　　影：吉川信之

野 崎 哲 夫

日本橋美人推進協議会プロデューサー
日本橋OLクラブ部会長
（株）ヤマダクリエイティブ代表取締役

山 田 晃 子
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「日本橋美人 ''Japan Beauty from Edo-Tokyo '' 」とは… 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”女性を総称した、日本橋の地域ブランドです。
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