色褪せてしまいま

俟って街が徐々に
（２０２０）年中に、茅場町駅

さ」を再構築する予定です。平成

ＤＮＡを残していくためにも、更

つ江戸時代から受け継いできた

（１９９９）年４月 日に株券

の全面システム化が施行し、平成

通信技術の革新で株券売買取引

平成２（１９９０）年以降の情報

に満ちていました。しかしながら

多数の証券関係者で賑わい、活気

くの証券会社の本支店が集積し、

とになります。かつてこの街は多

日本橋兜町の変遷を見てきたこ

にも携わり、その後、代表取締役

務部、情報サービス部などの職務

た。最初は株式部に配属され、財

和 （１９７６）年に入所しまし

いる東京証券取引所に惹かれ、昭

いたので、外国株市場も手掛けて

本経済に貢献できればと思って

京し、海外との係わりを通じて日

育ちました。大学進学のために上

が隆盛を誇る産業が中心の街で

まれ、八幡製鐵所
（現・新日鐵住金）

岩熊 私は福岡県北九州市で生

ご経歴についてお聞かせください。

之社長にお話を伺います。まず、

背景を踏まえつつ周辺の街の機

に、歴史、ロケーション、社会的

生まれる街づくり」をコンセプト

した。
「人が集い、投資と成長が

化に向けての中間提言を纏めま

伺いながら日本橋兜町の再活性

会」を発足し、有識者のご意見を

と成長が生まれる街づくり協議

社の奥田碩相談役を座長に「投資

岩熊 既にトヨタ自動車株式会

どのようにお考えですか。

ます。今後の取り組みについて、

担い、注目を集めていらっしゃい

国際金融センター構想」の一翼も

要一東京都知事が注力する「東京

クトに追加されました。また舛添

家戦略特区の都市再生プロジェ

（２０１５）年６月には東京圏国

町一丁目地区」の開発は、平成

が事業主体の「日本橋兜町・茅場

発に弾みが付いています。御社

誘致の決定以降は、各所で再開

京オリンピック・パラリンピック

山田 平成 （２０２０）年の東

着手しているところです。

があると考え、様々な取り組みに

がら再活性化への道を拓く必要

ているのですから、新旧の調和を

た素地の上に現在の街が結実し

の地で発祥しました。先人が培っ

電力、銀行や証券などの事業もこ

式取引所が設立され、また郵便、

明治初期には日本初の銀行や株

展はルーツを辿れば江戸にあり、

意味があります。日本橋地域の発

ＮＡを後世に継承していく上で

残すことは、街の記憶としてのＤ

る建物を補修しながら使い続け

岩熊 日証館のような歴史のあ

何なされるのでしょうか。

うな歴史的建造物については如

として名を馳せています。このよ

工・清水組／現・清水建設（株）
）

計事務所）
の代表的な建築作品
（施

した横河工務所（現・横河建築設

れました。建築家横河民雄が設立

渋沢栄一翁の邸宅跡地に建設さ

日本資本主義の発展に貢献した

証館は、昭和３（１９２８）年に

山田 御社の本社ビルである日

を進めているところです。

新たな複合施設を提供する計画

ホテルなど住環境も兼ね備えた

などを開催する施設、将来的には

セミナーやアカデミー、イベント

岩熊 書道展を通して、伝統や文

さいました。

もの方々が各会場を訪れてくだ

行い、国内外を含め約 万９千人

や文化、歴史などに関わる展示を

セプトとして江戸から続く伝統

は遺伝する江戸のＤＮＡ」をコン

「江戸の美意識」をテーマに、
「美

上が会場となり開催しています。

ルや文化・観光施設など カ所以

港区、墨田区の名店、企業、ホテ

月 日）
」は、中央区、千代田区、

（平
山田 「第８回 EDO ART EXPO
成 （２０１５）年９月 日～

れて新鮮な気がしますね。

通常とは異なる人の流れが生ま

家族、関係者がいらっしゃるので

証館に作品を見に、お子さんやご

る感がいたします。会期中には日

に注目される展示会に育ってい

をご覧くださり、回を重ねるごと

集積しているので、お勤めされて

表するグローバル企業や老舗が

い浮かべるということでしょう

粋で凛とした佇まいの女性を思

伝統に裏打ちされた知性を持つ、

岩熊 ひと言で申し上げるなら

業を展開しています。
「日本橋美

ネーミングでも多岐にわたる事

山田 私たちは江戸（東京）の地

実に存在感があり私にとって心

手前味噌で恐縮ですが日証館は、

見てみたいと切に感じています。

東京証券取引所ビルをもう一度

兜町のランドマークと言えた旧

となってしまいましたが、日本橋

また、残念ながら現存しない建物

島屋やこの近隣に出掛けます。

り休日の買物や食事も日本橋髙

入っていますので、平日はもとよ

幅が広く趣きのある街並で気に

岩 熊 日 本 橋 の 中 央 通 り は、 道

ますか。

ある日本橋のスポットはござい

逸話を綴る

売買立会場が閉場されると、我が

能とも融和し「日本橋兜町らし

山田 今回の巻頭インタビュー
軸足を置く弊社の優位性を生か

私は日本橋兜町に

した。
取り組んでいます。具体的には投

し、新しいビルの竣工を目指して

の北側の２つのエリアを再開発

で岩熊社長にとって、思い入れの

山田 有難うございます。ところ

考えて行きたいですね。

にフォーカスした新たな企画も

が落ち着く場所です。

域ブランド「日本橋美人」という

人」とは、どのような女性だと思

われますか。

化を次世代に繋いでいく一役を

いる女性たちも自然とそのよう

か。日本橋地域には、我が国を代

計りながら街の開発をしていく

な
「日本橋美人」
が多くいらっしゃ

衣

裳・ヘアメイク・着付け／ 衣裳らくや

新春にふさわしい、友禅染の吉祥文様が美しく柄付けされた訪問着です。光沢を放つ
精巧な西陣織の帯と合わせ、新たな年を寿ぐ華やかながらも格調高いコーディネート
で演出しています。
撮 影／小澤正朗
撮影協力 ／ロイヤルパークホテル

る気がいたします（笑）
。

担える機会を得て嬉しく感じま

10

資家と企業が交流する街として、

25

60

40

㈱東京証券取引所
代表取締役専務
2013 年 同社 代表取締役社長
同年
平和不動産㈱
代表取締役社長 社長執行役員

30

同年

40
べきだと思っています。

着こなしのポイント

し、地域の潜在価値を引き出しな

2007 年 ㈱東京証券取引所グループ
常務執行役
2009 年 同社 取締役兼代表執行役専務

13 27

山 田 御 社 に は EDO ART EXPO す。今後もご一緒に連携をとりつ
の一環で開催し今年で４回目を
迎えた「東京都の児童・生徒によ
る 江戸 書道展」の当初から、

岩熊 当館にビジネスでお起し

していると伺っています。

荘厳な建物に、来場者の好評を博

ご協力いただいています。重厚で

日証館の中に展示会場を設置し、

“

社長に就任いたしました。平成

EDO ART EXPO 総合プロデューサー
日本橋美人推進協議会プロデューサー
( 特非) 東京中央ネット副理事長
( 一社) 日本江戸クラフト協会副会長
( 一社) 日本橋倶楽部評議員
㈱ヤマダクリエイティブ代表取締役
学芸員資格保持者 ほか

（２０１３）年より現職を務めて

同年
東京証券取引所入所
2004 年 ㈱東京証券取引所執行役員

おりますので、足掛け 年に渡り

1976 年 明治大学商学部卒業

27

は、平和不動産株式会社の岩熊博

〜 トップインタビュー 〜

国の長期化しているデフレと相
平和不動産株式会社代表取締役社長

Winter

( やまだあきこ )

山田晃子

”

の方々も大変に興味深く書道展

2015 年11月2日、皆さまのお陰をもちまして開業100周年を迎えました。
東京駅の想い出に寄り添い、次の100 年へ。

32

38
Spring

25
「 吾唯足知」
好きな言葉

51

( いわくま ひろゆき )

岩熊博之

11

江戸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した ＂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。

日本橋美人 "Japan Beauty from Edo-Tokyo" とは

発行 日本橋美人プロジェクト事務局（NPO 法人 東京中央ネット 日本橋美人推進協議会）2015.12.15
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EDO ART EXPO POINT 1

第 8 回 江戸アートエキスポ

EDO ART EXPO POINT 2

美意識を高める

錦絵誕生 250 年を記念して、多数の浮世絵を企業、
ホテル、神社仏閣などの「浮世絵展示会場」に展観し、
先人たちが残した創作の数々をご紹介。
「江戸の美意識」に係る所蔵作品を有する美術館、
博物館、大学などの「関連展示会場」と連携。
一部の会場ではプライベートコレクションを公開。

書に触れる

1,100 点以上の応募作品の中から、EDO ART EXPO 賞をはじめ、
52 社の協賛企業による 243 点の企業賞を展示。

山本海苔店

榮太樓ミニギャラリー

報 告 レポート

会期：

東京シティエアターミナル
（リムジンバスＰＲルーム）

後援

東京都 中央区 千代田区 港区 墨田区

共催：(株 ) 榮太樓總本鋪、(株 ) 千疋屋総本店、(株 ) タナチョー、(株 ) ヤマダクリエイティブ、(株 ) 山本海苔店、(株 ) ロイヤルパークホテル

相田みつを美術館

東京ステーションホテル

にんべん日本橋本店
山田書店ギャラリー
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

NPO法人東京中央ネット
山本德治郎 理事長

NPO法人東京中央ネット EDO ART EXPO
細田安兵衛 相談役
中村裕 実行委員長

伊場仙まちかど展示館 , 榮太樓總本鋪 / 榮太樓ミニギャラリー , 遠忠商店 本店 , お江戸日本橋舟めぐり ,
小津和紙 / 小津史料館 , コートヤード・マリオット銀座東武ホテル , コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション ,

増上寺 ( 増上寺会館）

■第８回 EDO ART EXPO 来場者アンケート ( 一 部抜粋 )

・世界的にみても素晴らしい都市機能、文化を持つ“江戸”が現代に見直される
きっかけとして、この企画は素晴らしいです。（50 代男性）
・開催地域が広がって散策する楽しみが増えました。（50 代女性）
・住んでいる地域に愛着が持てるので来年も続けてほしいです。（40 代女性）
・初めて参加しましたが、浮世絵や書道の展示が興味深かった。（20 代女性）
・普段なら行かないような老舗のお店に沢山行けて良かった。（10 代女性）

割烹 嶋村 , 割烹日本橋とよだ , 歌舞伎座ギャラリー ,GINZA KABUKIZA（5 階フロア－）, コレド日本橋 ,

奥野かるた店
小さなカルタ館

EDO ART EXPO POINT 3

江戸を識る

多彩な講師陣による講演と体験型のイベントを開催し、
江戸の叡智に学ぶ機会を提供。

武士の表道具ー江戸時代の刀剣外装ー
（千代田区立日比谷図書文化館）

EDO ART EXPO POINT 4

東京シティエアターミナル（本館２階 リムジンバスＰＲルーム）, 日証館 , 日本橋案内所 , 日本橋髙島屋

EDO ART EXPO スペシャル
コース 江戸切子体験
（すみだ江戸切子館）

お江戸日本橋舟めぐり EDO ART EXPO 特別便
（江戸東京再発見コンソーシアム）

歌舞伎座ギャラリー

相田みつを美術館

bijinhaku.blog86.fc2.com

東京中央ネットは「EDO ART EXPO」の会期中に、東日本大震災で被災した
地域への支援を続けてまいりました。本年も復興支援市の売上の一部を、
「鹿島御児神社（宮城県石巻市）」の本殿再建の支援金として寄付させてい
ただききます。
鹿島御児神社

www.kashimamiko.org

港区観光協会（港区観光インフォメーションセンター）, 東京タワー（フットタウン１階案内所）,
すみだ江戸切子館 , 墨田区観光協会（両国観光案内所）, 東京都江戸東京博物館 , 東武ホテルレバント東京 ,
北斎通り（東あられ本鋪）, 江東区深川江戸資料館 , 川越市立美術館 ( 地域別 あいうえお順）
ロイヤルパークホテル

港区観光協会（港区観光インフォメーションセンター） コレド日本橋

「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、江戸（東京）の地域ブランドです。
このコンセプトに基づき名店、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。
お問い合わせ先 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 : 03-5859-5188

ロイヤルパークホテル 地下1F 桂花苑

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

日本橋美人アイス抹茶ミルク

日本橋美人ＳОＹシェイク・ストロベリー

日本橋美人はちみつ

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。

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

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。

季節の果物とヘルシーな豆乳(ＳОＹ)を
使ったシェイク！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も
抜群のシェイクを
お楽しみください。

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。

※ランチタイム限定 380kcal

2,700円 (税込、サ別）

本紙持参でご購入の方に限り、
シャーベットをサービス。

山本山 喫茶室

439kcal

972円

98kcal

千疋屋総本店

榮太樓總本鋪

日本橋美人飴さくら

13kcal(1粒)

ボンクール/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。

10粒入り

357円

●その他の日本橋美人商品のご紹介

山本海苔店

日本橋美人 焼きたて海苔

千疋屋総本店

500円

にんべん

日本橋美人 鰹節御ふりかけ

〔手巻き・細巻き用〕
〔おむすび用〕
〔食膳用〕 (昆布・椎茸・ごま入り)
焼きたて海苔を半裁・三つ切・八切にカット
美人度ＵＰには、朝食が大切。鰹節御ふ
してあります。深みのある風味豊かな美味し
りかけはたんぱく質、食物繊維、ビタミン、
さが楽しめる、本店限定の逸品です。
ミネラルがバランス良く含まれており、
55.4kcal(１袋) 各種 540円
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。

294kcal
(100g当たり)

210kcal

本紙持参でご購入の
方に限り、50円OFF
の530円にて販売！

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。
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出光美術館 , 奥野かるた店 / 奥野かるた店小さなカルタ館 , 神田明神資料館 , 千代田区立日比谷図書文化館 ,

世界貿易センタービル（40 階展望台）, 増上寺（増上寺会館）/ 増上寺宝物展示室 ,

第5 回

東京家政学院大学の学生スタッフ
がパビリオン（会場）を体験取材し
公式ブログで発信しました。

YUITO 日本橋室町ビル ( ダイニングフロア 3 階）, ロイヤルパークホテル ,ROJI 日本橋 , 相田みつを美術館 ,

山田書店ギャラリー , 芝大神宮 , 芝東照宮 , 芝神明榮太樓 , 秋色庵 大坂家 , 新正堂 ,

日本橋美人“美肌粥”御膳

3,780 円

八重洲地下街（八重洲倶楽部）, 矢の根寿司 ロイヤルパークホテル店 , 山本海苔店 , 山本山 日本橋本店 ,

東京ステーションホテル（南ドーム 2 階）, 日枝神社 / 宝物殿 , フォーラム・アート・ショップ , 明治大学博物館 ,

取扱店
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。 771kcal

プランタン銀座 , ホテルかずさや ( オーベルジュ・ド・ニレーヌ ), 三井記念美術館 ,mugendai 銀座本店 ,

東京駅前地下広場 OAZO 貫通通路ショーケース , 東京家政学院大学千代田三番町キャンパス ,

江戸
（東京）の地域ブランド

※月～土のランチタイム限定

■ブログスタッフ

ラリーが完成した方には、
先着順で参加賞をプレゼント。
また抽選で素敵な賞品を
協賛企業からお贈りいたしました。

街を巡る

デパ地下などのイチ推しスウィーツと日本橋
美人商品が対象商品の「Ｓ＆Ｎラリー」
や
美術館などを巡る
「ＡＲＴラリー」
、誰でも参加
できる「スタンプ版浮世絵ラリー」を開催。

割烹日本橋とよだ

公式ブログで取材記事が読めます。

東京家政学院大学千代田三番町キャンパス

（7 階呉服サロン）, 日本橋三越本店（本館地下１階・新館地下２階 ）, 人形町亀井堂 , にんべん日本橋本店 ,

日本橋美人「彩御膳」

辻 清人衆議院議員

寿保羅 , 千疋屋総本店 , 中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」, 凧の博物館 , 築地本願寺 ,

東京都江戸東京博物館

三井記念美術館

神田明神を中心にした江戸文化と文化財（八重洲倶楽部）

ロイヤルパークホテル パラッツオ

www.tokyochuo.net/edoartexpo/tv

東武ホテルレバント東京

EDO ART EXPO パビリオン
（会場）一覧

www.tokyochuo.net/edoartexpo/tv

矢田美英 中央区長
山田晃子 総合プロデューサー

GINZA KABUKIZA（５階フロアー）

ロイヤルパークホテル

ロイヤルパークホテルに、協賛企業や関係者が集いました。

オンデマンド映像でご覧いただけます

入賞作品は、公式ホームページで公開中です。

出光美術館

YUITO 日本橋室町ビル

■
「第８回 EDO ART EXPO 開催の夕べ」

東京証券取引所内東証 Arrowsの「ストックボイススタジオ」にて、江戸から
続く地域の伝統・文化やEDO ART EXPO の紹介などを生放送しました。

日証館

中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」

築地本願寺

コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション

協賛：相田みつを美術館、（株）東あられ本鋪、（株）アートプリントジャパン、（株）伊場仙、遠忠商店 本店、（株）奥野かるた店、
開智日本橋学園中学校・日本橋女学館高等学校、神田明神、
（株）建設技術研究所、コレド日本橋、コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション、
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル、サギヌマスイミングクラブ、（株）サプル、（株）セントラルエステート、（有）老舗日本橋 貝新、
芝神明榮太樓、清水建設（株）、（有）下野重三郎商店、秋色庵 大坂家、（株）新正堂、（株）たいめいけん、中央エフエム（株）、築地本願寺、（株）鉄道会館、
東京家政学院大学、東京シティ・エアターミナル（株）、東京商工会議所中央支部、東京ステーションホテル、東京中央大通会、（公財）德川記念財団、
永塚パートナーズ法律事務所、日本橋菓房（株）/ 国分（株）、( 一社 ) 日本橋倶楽部、日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会、（株）日本橋とよだ、
日本橋海苔店、日本橋プラザ（株）、( 公社 ) 日本橋法人会、（株）にんべん、野村不動産（株）、（株）ハッピージャパン、日枝神社、東日本電信電話（株）、
（株）プランタン銀座、平和不動産（株）、ホテルかずさや、松井建設（株）、松井証券㈱、（株）みずほ銀行、（株）三井住友銀行日本橋法人営業部、
三井不動産（株）、（株）三菱東京 UFJ 銀行、港区観光協会、明治大学博物館、八重洲地下街（株）、（株）山田書店、利久庵、（株）ロマンシルク ほか

■インターネットＴＶで生放送

明治大学博物館

江戸

主催

千疋屋総本店

希臘

ＮＰＯ法人東京中央ネットは、江戸から続く伝統や文化、歴史を紹介する「第８回 EDO ART EXPO」を
2015年 9 月25日から 10月15 日まで開催しました。中央区、千代田区、港区、墨田区の名店、企業、ホテル、
神社仏閣や文化・観光施設、教育機関などの、60 カ所以上がパビリオン（会場）となり催す秋の一大イベ
ントです。
「EDO ART EXPO」では「江戸の美意識」をメインテーマに、浮世絵を展観する「浮世絵展示会場」と「江戸」
に関わる所蔵品を有する美術館、博物館、大学などの「関連展示会場」が幅広い連携を行い展示展開をして
います。
同 時 に 開 催 する
「第 4 回東 京 都 の 児 童・生 徒 に よ る “江 戸” 書 道 展」で は、
「江 戸」と 2020年 の「東 京
オリンピック・パラリンピック」に係るテーマで公募した中から入選作品を展示し、ご来場の皆さまをはじ
め関係各所からも多くの讃辞をいただきました。
会期中には、イベントや講演、各種ラリー、店舗フェアなど多種多様な展開で 19 日間に国内外から
約 40 万 9,000 人の方々が来訪し、盛況のうちに閉幕いたしました。
たくさんの方々のご来場に、心より感謝とお礼を申し上げます。
関係者一同

1,620円

580円

日本橋髙島屋 ７Ｆ呉服サロン

資生堂ビューティーサルーン コレド日本橋店

日本橋美人香

日本橋美人エステ高濃度酸素セラピー

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。

9 8 ％ 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。

756～1,620円

8,100円～
310kcal

231kcal(80g当たり)

210円

345円

※表示価格はすべて税込です。

◆ロイヤルパークホテル 地下1Fロイヤルスコッツ【日本橋美人カクテル 】1,273円 (税込、サ別) ◆ロイヤルパークホテル地下1F ロイヤルデリカ【日本橋美人マロンアマンディーヌ 】432円 (サ別) ◆遠忠商店 本店日本橋美人佃煮・ふりかけ】421～475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 】2,700円 ◆割烹 嶋村【日本橋美人会席 】3,800円 ◆寿保羅【日本橋美人釜飯ランチ 】1,000円、1,300円
◆千疋屋総本店【日本橋美人梅酒(Plum Wine）】1,296円、
【日本橋美人百市の柿酢 】1,944円、
【日本橋美人いちじくジャム 】1,080円 ◆室町ボンクール【日本橋美人あんぱん】210円
◆榮太樓總本鋪【日本橋美人飴さくら(15粒入）】594円、
【日本橋美人あんぱん】210円 ◆人形町亀井堂【日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱 】480円 ◆小津和紙【日本橋美人あぶらとり紙】432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 9,936円 、小サイズ 6,048円
お会計の前に本紙をご提示ください。特典の有効期限は３月15日までです。
◆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】16,200円、
【日本橋美人フェイシャル】12,960円
無くなり次第終了とさせていただきますので、ご了承ください。

日本橋関連催事情報
日本橋髙島屋
12/24 まで
12/16 ～ 21

日本橋三越本店

MAP

髙島屋のお歳暮 ばらのギフトセンター
レディスアデランス おためしフェア／
サンクスプライスコート
トリンプセール／レディスファッションバーゲン
婦人服地・毛糸・洋裁小物バーゲン
年末手織り絨毯・敷物バーゲン
第 60 回記念 現代書道二十人展（有料）
第 47 回 現代女流書 100 人展（有料）
アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き！～
ルートヴィヒ・コレクション ピカソ展（有料）
永樂歴代と十七代永樂善五郎展（有料）

12/23 ～ 29
12/26 ～ 29
12/26 ～ 30
1 /2 ～ 7
1 /21 ～ 27
2 /3 ～ 14
2 /17 ～ 28
3 /2 ～ 14

※１/１は休業日。
MAP

2 /6 ～ 4 /3
三井家のおひなさま 特集展示 三井家の 摩焼

千疋屋総本店

12 月～ GW 頃
12/26 ～ 1/7
12/26 ～ 3/31
1 /2 ～ 5
1 /2 ～ 12
1 /8 ～ 2/3
2 /1 ～ 14
2 /15 ～ 3/3
3 /1 ～ 14
3 /1 ～ 4/30

ウィンターセール …【コレド日本橋、コレド室町 3】
クリアランスセール …【コレド日本橋、コレド室町 3】

…【コレド室町 1・2・3】

※コレド室町 3 は 1/25 終了

2 /1 ～ 11

2 /29

演題：
「
『感動空間』を創る発想力の秘密」
講師：相羽 髙德氏（（株）グラフィクスアンドデザイニング 代表取締役）

3 /30

演題：
「未定」
講師：菊地 ひと美氏（江戸衣装考証家、江戸風俗研究家）

…【コレド日本橋、コレド室町 1・2・3】

一般公開講演会

12/18

バレンタインデーフェア
大切なあの人に感謝の気持ちをこめて。ちょっとした
プレゼントにオススメしたい
お菓子も充実の品揃えです。

3 /1 ～ 15

12/31

ホワイトデーフェア

山本海苔店

各日 10：00 ～ 先着 100 個 税込 3,240 円
（1/2 ～ 3 の営業時間 10：00 ～ 17：00）

1 /4

MAP

1/1 ～ 2 新春にぎわいファミリーブッフェ
ご家族でご友人で、お正月を祝う特別ブッフェをどうぞ。人気のロー
ストビーフや三世代に嬉しい和洋中折衷のラインナップ。
獅子舞も登場、会場内を盛り上げます。
【お時間】ランチ 11：30 ～ 14：30 ／ディナー 17：00 ～ 21：00
【会 場】 2F 宴会場「春海」
【料 金】 お子様（4 ～ 12 歳）4,320 円／大人 7,560 円（税込）

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

2 /5

春風亭小朝 新春独演会
毎年恒例の「春風亭小朝 新春独演会」新年は、粋な落語で初笑い !
【料 金】 お一人様 S 席 \8,000 A 席 \7,500
（軽食・ワンドリンク・消費税・サービス料を含む）
【会 場】 3F 宴会場「ロイヤルホール」
（全席指定）
【お時間】第一部 受付・軽食 13：30 ～ 独演会 14：00 ～
第二部 受付・軽食 17：00 ～ 独演会 17：30 ～

MAP

新海苔入荷！ 旬の味をお楽しみください
新年「福袋」販売

カウントダウンパーティー

※18 歳未満の方のご入場はご遠慮いただいております。

1 /1

※毎月 24 ～月末までは月末セール。
※１/１はコレド室町 1 休業日。

MAP

大木トオル クリスマス・チャリティーディナーショー

大晦日は、歌って踊って楽しく年越し！
【料 金】 お一人様 \12,000
（ブッフェ・お飲物・消費税・サービス料を含む）
【会 場】 3F 宴会場「ロイヤルホール」
（全席指定）
【お時間】受付・ブッフェタイム 22：00 ～ ショータイム 22：45 ～ 0：30

今年のバレンタインデーのお返しは、にんべん本店で
セレクトしてみてはいかがでしょう！幅広い年齢の男
性がきっと喜ぶ商品がたくさん揃っています。

12 月上旬
1 /2 ～ 3

午後 3 時～ 4 時 30 分 入場料 500 円
※要電話予約 TEL 03-3270-6661

世界のミスターイエローブルース、感動のアンコール
【料 金】 お一人様 \35,000 スペシャルプレゼント付き！
（フランス料理コースメニュー・お飲物・消費税・サービス料を含む）
【会 場】 3F 宴会場「ロイヤルホール」
（全席指定）
【お時間】受付 17：30 ～ ディナー 18：30 ～ ショー 20：00 ～

受験シーズン到来！あったか料理を家族で囲めば、栄
養満点・必勝祈願！

2 /1 ～ 14

MAP

ロイヤルパークホテル

初売り、新春セール

1/12 ～ 2/28 受験生応援フェア
MAP

ファイナルオフ …【コレド日本橋】

1 /16 ～ 3/14 バレンタイン／ホワイトデー期間

演題：
「今年の世界と日本の経済見通し」
講師：宿輪 純一氏（帝京大学経済学部教授・経済学博士）

2016 年の幕開け！初売りとして福袋販売！
※1/2 より数量限定

12/25・1/29・2/26
上記３日間は、
「榮太樓の日」と題しまして各日 10 時より、
「日本橋大福（小振りな紅白 2 個入の大福）
」を税込 100 円
で販売致します。

海苔の日記念
もみ海苔「梅が香」特別販売

（税込み価格にサービス料 10％を別途頂戴いたします。
）

1 缶税込 432 円 ※お一人様 2 缶まで
12：30 ～先着 500 名様 17：30 ～先着 300 名様

※各日 10 時より ※400 箱限定

1/8

1 /2 ～ 11
1 /12 ～ 31

1 /25

1 /2 ～ 11

クリスマスお歳暮フェア／お歳暮好適品フェア／
フルーティークリスマスフェア／
ベリーベリーショコラパフェ
クイーンストロベリーパフェ
お年賀好適品フェア／新春寿フェア
ストロベリーオンパレード
新春寿フェア・初売り出し福袋
新成人の日好適品フェア
寒中お見舞い好適品フェア
フルーティーバレンタインフェア
春のフルーティー洋菓子フェア（ひなまつり）
フルーティーホワイトデーフェア
フレッシュマン乾杯フェア

榮太樓總本鋪

獅子舞 …【コレド日本橋、コレド室町 1・2・3、三井タワーダイニング】
振舞い酒 …【コレド室町 2】
コレドオリジナル福袋（2 日間限定 100 個、価格 1 万円）

演題：
「体を温めると病気が防げる」
講師：石原 結實氏（イシハラクリニック院長）

家族揃って迎える新年の準備に。年内最後のお得な
セールです！帰省土産、お年賀好適品も多数そろえて
お待ちしております。

※1/1 は休業日。

12/25 まで

…【コレド日本橋】

1/2 ～ 3

12/24
MAP

12/15 ～ 31 歳末セール

箱根駅伝展
冬のラッキークーポン
福袋
ヤエチカウィンターセール
ヤエチカウィンターセールさらにＯＦＦ

12/26 ～ 1/3 「年末年始食材＆冬の九州＆沖縄南国物産展！」

※１/１は休業日。

何かと慌しい年末。クリスマスギフトやおせちの準備
も早めがオススメです。
※おせちは数量なくなり次第終了

※各日 12：30 ～、15：00 ～

コレド日本橋 / コレド室町 1・2・3/ 日本橋三井タワー

日本橋倶楽部

12/15 ～ 25 おせち料理予約承り、クリスマスフェア

～ 12/25 まで クリスマス大抽選会
クリスマスファンタジー 2015
12/21 ～ 24 クリスマス ミュージックライブ

http://www.tokyochuo.net/

12/16 ～ 24 東京トールペイントコレクション展（有料）
12/26 ～ 1/11 有田焼創業 400 年記念
十三代今右衛門 × 十四代柿右衛門 展（有料）
1 /13 ～ 18 ウィンタークラフトフェア
1 /13 ～ 18 ＜フォンテーヌ＞新作ウィッグフェア
1 /20 ～ 2/1 吉野石膏珠玉のコレクション展 愛と絆（有料）

にんべん 日本橋本店

MAP

東京中央ネットＨＰ「中央区最新情報」も随時更新中！

MAP

12/16 ～ 20 レディスファッショングッズバザール
12/16 ～ 24 第 56 回 2015年 報道写真展
12/16 ～ 24 レディスコートバザール
12/26 ～ 1/11 日本の職人 匠の技展
1 /13 ～ 18 第 7 回 長崎展
1 /13 ～ 18 レディスウィンターファッションバザール
1 /20 ～ 25 家具・インテリアバザール
＜同時開催＞ペルシャ絨毯バザール
1 /20 ～ 25 2016 Winter 三越美術特選会
1 /26 ～ 30 壱万均一祭

～ 1 /23 まで
三井文庫開設 50 周年・三井記念美術館開館 10 周年
記念特別展Ⅱ 三井家伝世の至宝

12/26 ～ 1 /3
12/26 ～ 1/12
1 /2 ～ 3
1 /2 ～ 12
1 /13 ～ 26

MAP

【本館７階催物会場】
～ 12/24 まで お歳暮ギフトセンター

【新館 7 階催物会場】

三井記念美術館

八重洲地下街

●都合により内容や会期など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合せください。

12 月～ 3 月

鏡開き…おしるこの振舞いを行います。

12/27 ～ 29 納めの歳の市

※14 時より ※先着限定 500 名様

お江戸日本橋舟めぐり

東日本橋エリア内で繊維品等の大出庫市。正月飾りも販売されます。
●東日本橋やげん堀商店会 03-3851-7501

MAP

12/31

江戸東京再発見コンソーシアム
TEL 03 - 3668 - 0700【受付時間 平日9:00～12:00 / 13:00～17:00】
開催日程はホームページでご確認いただけます。

大祓式

年越しの大祓い式の祭典。茅輪くぐりの神事と形代のお祓いの祭典。
●波除稲荷神社 03-3541-8451

1/2 , 3

http://www.edo-tokyo.info

第 92 回 箱根駅伝

箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）の復路で日本橋を通過。
●名橋「日本橋」保存会 03-3546-5328

1/1 ～ 7

日本橋七福神めぐり

1/9 ～ 11

神田神社

招福と無病息災を願う日本橋七福神めぐりです。
水天宮（弁財天）
・茶ノ木神社
（布袋尊）
・小網神社（福禄寿・弁財天）
・松島神社（大国神）
椙森神社（恵比寿神）
・寶田恵比寿神社（恵比寿神）
・笠間稲荷神社（寿老人）
・
●各神社の情報は日本橋都市観光マップでご確認ください。
末廣神社（毘沙門天）

だいこく祭

だいこく祭期間中、福笹を授与された方は福引きがあります。
神田囃子・将門太鼓の演奏も予定。
●神田神社 03-3254-0753

TOKYO MX2 (093ch)
株式の実況中継は当番組で
ニューヨーク株式市場を生中継！

派 13-010550

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

