割烹日本橋とよだ 日本橋美人御膳「彩」
日祝
日本橋室町1-12-3
03-3241-1025
r.gnavi.co.jp/toyoda/
11:30〜14:00L.O. 17:00〜21:30L.O.

日本橋とよだの歴史は150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〜土のランチタイム限定
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。
● 日本橋美人御膳「彩」 ￥3,675
771Kcal

千疋屋総本店
日本橋美人SOYシェイク

￥550

※本誌持参でご来店の方に、50円OFFで￥500にて販売

日本橋美人御室内香（香立・スティック型線香15本入） ￥735
￥1,575
日本橋美人御室内香（スティック型線香60本入）
￥735
日本橋美人御衣装香

日本橋 ゆかり

日本橋美人松花堂弁当

日本橋3-2-14
03-3271-3436
11:00〜14:30／17:00〜21:30
http://nihonbashi-yukari.com/

日祝

割烹 嶋村 日本橋美人会席
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03-3271-9963
八重洲1丁目8番6号島村ビル
日曜・祝日
http://r.gnavi.co.jp/g202500/
11:30〜14:00/16:30〜22:00L.O. 土11:30〜14:00/16:30〜21:00L.O.

3代続く会席料理の老舗の味を、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）

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出来ます。
※ランチタイム限定

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。

高タンパク、低脂肪の鯛はビ
タミンやミネラルを含み疲労
回復や美肌効果が期待でき
ます。

● 日本橋美人松花堂弁当
￥3,675 598kcal

● 日本橋美人会席 ￥3,675
（写真はイメージです）

日本橋美人女性の味方メニュー〔帝国ホテル〕 オーベルジュ・ド・ニレーヌ（ホテルかずさや） トラットリア・イタリア日本橋店
日本橋美人ランチ 日本橋本町4-7-15ホテルかずさや1Ｆ 日本橋美人ピッツァ
季節の素材を盛り込んだ洋風懐石料理は、彩り鮮やか。
承り時間11:00〜18:00 月替わりで料理内容が替わります。

栄養バランスを考え、
多種類の素材を使用。
油やバターを控えめ
にした調理法でカロ
リーを抑えています。

03-3241-3846
11:00〜16:00/17:00〜21:00
www.h-kazusaya.co.jp
日祝（土曜・要予約）

無休

釜揚げシラスとブロッコリーとプチトマトのピッツァ。シラスの
塩分が素材の旨みを引き立てます。

トマト風味のマカロニグラタ
ン、カニコロッケ、ごぼうサラ
ダなど栄養価の高いランチ。

釜揚げしらすはカルシウムを
多く含み、骨や関節を健康に
保つ作用があります。またブ
ロッコリーは、ビタミンを多く
含む食材として知られていま
す。

● 日本橋美人ランチ ￥945 439Kcal
● 日本橋美人女性の味方メニュー
￥3,990

日本橋室町1-7-1スルガビルB1F
03-6202-0095
11:00〜22:30 土日祝11:30〜22:30

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。

ご注文の方に
シャーベットサービス

●日本橋美人ピッツァ ￥2280 751Kcal

室町ボンクール 日本橋美人あんぱん
東京シティエアターミナル
日本橋室町4-3-12
03-5201-3811
日祝
カフェ・ド・クリエT-CAT店 日本橋美人セット
www.bansei-gp.com/boncoeur.html
7:30〜20:00/土8:00〜18:00
日本橋美人おたよりセット

￥1,400

日本橋箱崎町42-1 東京シティエアターミナル2F
03-5642-3317
平日 7:00〜20:00 土日祝 7:00〜19:00
www.tcat-hakozaki.co.jp

ソイラテは、
ミネラルたっぷりのフランス・ロレーヌ産岩塩を
使用。
バニラの香りのシロップで
心も身体もリラックス。
● 日本橋美人セット ￥680 593kal
トーストサンドふわふわたまごと
ソイラテ
※季節によりメニューが変更になる場合がございます。

千疋屋総本店 日本橋美人いちじくジャム
日本橋室町2-1-2
03-3241-0877
www.sembikiya.co.jp
9:00〜19:00
無休

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。
食物繊維、ペクチン、カリウムが多
く含まれ、整腸作用や喉の痛みを
緩和する効果が期待できます。
● 日本橋美人いちじくジャム
￥1,000 123kcal（100ｇ当たり）
6月下旬発売予定

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

03-3271-7785
www.eitaro.com
日祝

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。

日本橋室町2-1-2
03-3241-0877
9:00〜19:00
無休
www.sembikiya.co.jp

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。

梅には体調を整え、疲労を回復させる効用が
あります。美と健康にオススメの逸品。

● 日本橋美人あんぱん
￥168 215kcal

千疋屋総本店 日本橋美人梅酒（Plum Wine） 山本山

日本橋美人有機粉末茶

03-3281-0010
10:00〜18:00
日本橋2-5-2
元日
www.yamamotoyama.co.jp/

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。

新陳代謝を高め、美肌に有効といわれる日本
酒。梅の有効成分と合わせて日本橋美人度
がアップ。

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。

● 日本橋美人梅酒(Plum Wine）
価格未定 156kcal（100ｇ当たり）
6月下旬発売予定

● 日本橋美人有機粉末茶 ￥735

花影きもの塾 日本橋美人day

Feeling Beauty

日本橋富沢町5-10 月村マンションNo28 502号
03-3666-0399
祝日
月〜金10:00〜21:00 土日〜15:00
http://hanakagejyuku.jp

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。

プロによる着付けとヘアメイクで、
日本橋美人に美しく変身。
結婚式やパーティなどTPOにあわせ
活用してみては？

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。

美しいさくら飴で心も身体も
リフレッシュ！
！

花影きもの塾の講師陣やブライダル・
モデル撮影専門のBELLEZZEスタッフ
により華麗な自分を再発見。

世界最高級のシモンズのベッド
が「いい眠り」を誘います。

● 日本橋美人飴 さくら
￥525（ミニポーチ入 15粒入）

数多くの受賞歴を持つ蔵元、福井酒造が日本
橋美人をイメージした梅酒を開発。
鳳来寺山麓の無農薬の梅を使用し、甘みを
抑え蔵元独自の製法で丹念に仕込みました。

日本橋美人 焼きたて海苔
山本海苔店 〔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
無休（元日除く） www.yamamoto-noriten.co.jp

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。
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。
● 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

日本橋美人コーナー
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。

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！

● 日本橋美人day（毎週日曜日）10:00〜15:00
着付け料（浴衣〜振袖）￥3,000
ヘアメイク料 ￥3,000
※完全予約制
たんす屋 レンタルきもの
￥3,000円

まで

を
タッチして
お買物・ご飲食券などを
当てよう！
参加費無料

!

創業元禄三年
東

京

日本橋

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/

