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八重洲地下街株式会社 代表取締役社長

好きなことば～
Everlasting Struggle
「不断の努力」という意味です。如何なる目
標も、達成する為の努力無しには考えられ
ません。「後悔先に立たず」といいますが、
努力の末に、どのような結果であっても自
らが納得できることが重要だと考えていま
す。他人に責任を転嫁するのは、自分の不
断の努力が足らないからだと、いつも肝に
銘じています。

中 田 克 哉 （なかたかつや）

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

「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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素肌に羽織る浴衣は遊び着の定番ですが、半襟を付
け、レースの足袋を履くなど着物風に…コーディネ
イト次第では街着としても通用します。「藤の裏葉」
の模様の「日本橋美人ゆかた」に、紫の帯を合わせ
て華やかながらもしっとりと。小物使いで涼やかさ
を演出しています。

着付け ：花影きもの塾
衣装協力：源氏物語 堀井株式会社
撮影協力：ロイヤルパーク ホテル
撮　　影：吉川信之

美人新聞 No28念校.qxd  12.6.12 3:50 PM  ページ 1



5 4

美人新聞 No28念校.qxd  12.6.12 3:52 PM  ページ 2



※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」

6/29・7/27・8/31 榮太樓の日実演販売
金鍔（税込み189円）つぶ焼大福（税込み210円）
紅白出世大福2個入（税込み100円）

8/18 親子和菓子作り体験教室15：00～16：30
参加費大人2,000円、中学生以下1,000円

6/11～ 6/16 和紙　手漉き紙　四人展2012
6/18～ 6/23 こけし　平成24年度　全国近代こけし展
6/26～6/30 書道　なでしこ会書作展
7/2～ 7/7 藍染め/陶芸/水墨　第9回三思展　それぞれの思いを作品に託す
7/9～7/14 絵画　Relaxing time vol.2「こころ」を解き放つ5人の女性作家の表現
7/16～ 7/2 企画　大柳久栄の紙の仕事
7/23～ 7/28 伊勢和紙による三輪薫「花恋」とフォトワークショップ「風」写真展
7/30～ 8/4 企画　海野濤山書作展＜擬古主義への憧憬＞
8/6～ 8/11 版本　kyo はり絵「京の町家」出井豊二作品展
8/13～ 8/18 和紙　秘められた手漉き和紙の魅力ーピュアなフォトグラフ＆書の世界ー
8/20～ 8/25 版画　伝統工芸士及び東京マイスター受賞記念特別展・朝香木版画教室作品展
8/27～ 9/1 水墨画　伊藤晶水墨画研究会展
＜店舗イベント＞
7/30～8/4 夏の感謝フェア
会期中は、会員様のお買物ポイントが3倍に。
7/30、7/31、8/4には、講演会やワークショップを開催いたします。

～6/26 「夏にそなえる美人ごはん」
6月は夏に向けて身体のメンテナンスをするのにピッタリな季節。
美味しくてヘルシーなメニューが勢揃い。食べることからキレイに
なろう♪　※コレド室町・日本橋三井タワーでも同時開催

7/4～9/11 「夏の宴会・飲み会特集」
飲み放題付のお得なコースから、気軽に飲める限定セットメニュー
など多彩なプランで会社飲みにも女子会にも。
気分に合わせて楽しめます。 ※コレド日本橋・日本橋三井タワーでも同時開催

6/30～8/26 美術の遊びとこころ■
三井版 日本美術デザイン大辞展

6月28日（木）、グランスタに13ショップが新オープン
10月で開業5周年を迎える今年、新たにオフィスワーカー向けの
13ショップが加わり、より魅力的な空間に生まれ変わります。

「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
6/29 演題「広がる小麦粉の世界」

講師　山田貴夫氏(日清製粉㈱　取締役)
7/30 演題「夢再び宇宙へ～はやぶさ２プロジェクトの詳細～」

講師　二宮一芳（宇宙航空研究開発機構）
8/29 演題「未定」

講師　太田資暁氏（太田（太田道灌）家18代当主）

日本橋倶楽部　TEL 03-3270-6661

鉄道会館　TEL 03-5299-2209 グランスタ

三井記念美術館　TEL 03-5777-8600（ハローダイヤル）

コレド室町　www.coredo.jp

コレド日本橋　www.coredo.jp

小津和紙　TEL 03-3662-1184

榮太樓総本鋪　TEL 03-3271-7785

5/1～8/31 トロピカルオンパレード
6/1～7/15 お中元好適品フェア
7/16～8/7 暑中お伺い好適品フェア
8/8～8/22 残暑お見舞い好適品フェア

～7/18 お中元　ばらのギフトセンター
7/24～7/30 モロッコ王国展

アジアの雑貨フェア
大田区世界に誇る技と観光展

8/1～8/13 めぐみちゃんと家族のメッセージ横田滋写真展
半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル
紳士服イージーメード2着セール

8/15～8/27 きらめくアクセサリーの世界（有料）
8/15～8/20 たんす屋リサイクルきもの掘り出し市
8/22～8/27 京都きものコレクション

振袖フェスティバル

6/1～6/30 お中元早期受注キャンペーン
¥10,500（税込）以上お買い上げでにんべんオリジナルエコバッグ（小）、
¥21,000（税込）以上お買い上げでエコバッグ（大）を進呈！
6/1～7/31 夏のつゆ、乾麺セール
7/1～8/31 初鰹節予約キャンペーン
8/1～8/19 帰省フェア日本橋みやげを多数ご用意！

～8/6 お中元ギフトセンター
6/20～6/25 第7回めんそーれ沖縄展
6/20～6/25 ワコールスペシャルバザール
6/27～7/3 日本の職人　匠の技展
7/4～7/9 リゾート＆カジュアルレディスファッションバザール
7/11～7/16 フォーマルバザール
7/18～7/23 2012 summer三越美術特選会

大黄金展
7/25～7/29 夏の婦人服＆雑貨バザール
7/25～8/6 こども博「ゲゲゲの鬼太郎　トリックアートの館」

～8/28 第30回オリンピック競技大会（2012/ロンドン）
1億2500万人の大応援団～センタースポット～

6/20～7/10 ヤエチカ夏の大抽選会～メインアベニュー～
・東北のお祭り展　～メインアベニュー～
・物販店、サービス店午後９時まで営業（平日）

7/1～7/17 ヤエチカサマーバーゲン
7/21～8/15 夏のクーポン祭り
7/18～7/31 ヤエチカサマーバーゲンさらにOFF
8/1～8/21 夏の売りつくし
8/22～9/18 サンクスバザール

6/9～7/20 お中元福引抽選会
期間中日本橋本店にご来店の方への特別チャンス。
お食事券や日本橋ゆかりのギフトが当たります。
お品代税込3,150円お買上げにつき１回。

山本海苔店　TEL 03-3241-0290

八重洲地下街　TEL 03-3278-1157

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■島屋　TEL 03-3211-4111

千疋屋総本店 TEL 03-3241-0877（1F販売部）
TEL 03-3241-1630（（2F2F フルーツパーラー部＆レストラン部フルーツパーラー部＆レストラン部）） 7/1～9/30 フラッペコレクション2012

◆コーヒーショップ「シンフォニー」◆ロビーラウンジ「フォンテーヌ」

7/1～9/30 「涼」を感じて夏を乗り切ろう！
◆中国料理「桂花苑」◆コーヒーショップ「シンフォニー」
◆日本料理「源氏香」◆鉄板焼「すみだ」◆フレンチレストラン「パラッツオ」

◆鉄板焼　すみだ
7/1～8/31 徳島県産阿波牛と夏の味覚フェア

◆コーヒーショップ　シンフォニー
7/1～7/31 北海道フード＆ワインフェア
8/1～8/31 夏休み　ファミリーディナーブッフェ
◆日本料理　源氏香
7/1～7/31 鮎と鱧会席
8/1～8/31 涼味会席

6/22～7/6 人形町商店街中元大売出し
（人形町商店街協同組合　TEL 03-3666-9064）

6/中旬～下旬 中央通り「はな街道」夏のクリーンウォーク
（中央通りはな街道事務局　TEL 03-3664-8741）

7/7 七夕ゆかたまつり★
（きものシティ東京実行委員会　TEL 03-3663-2104）

7/22 日本橋橋洗い★
（名橋「日本橋」保存会　TEL03-3274-6263（三越本店業務推進部内））

8/6～8/8 せともの市★
（せともの市実行委員会　TEL 03-3666-5666）

8/24～8/25 大江戸まつり盆おどり大会★
（大江戸まつり実行委員会　TEL 03-3546-5337）

9/上旬 中央通り「はな街道」秋の花植え
（中央通りはな街道事務局　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
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