みなさまのご愛顧とご支援のおかげをもって、2006 年のデビューから今年で 10 周年を迎えました。心より感謝申し上げます。

ＶＩＳ︵クラヴィス︶２０２５﹂

期 ビ ジ ョ ン﹁ Ｃ Ｌ Ａ

とするグループ中長

年に

年後を目標年

村田 平成 ︵２０１５︶

らっしゃいますか︒

山田

大切だと考えます︒

うが如何に積極的に関わるかが

から︑ビジネスであろうがなかろ

ル気が生まれ︑楽しみも増えます

白くありません︒携わることでヤ

のと同じように︑参加しないと面

イベントでは祭りで神輿を担ぐ

トは多いと推察いたしますが如

思い入れのある日本橋のスポッ

ます︒
ところで村田社長にとって︑

山田 こちらこそ有難うござい

いします︒

いく所存です︒ぜひ︑宜しくお願

社会に貢献できる事業を考えて

逸話を綴る

を策定しました︒ＣＬＡＶＩＳは

〜 トップインタビュー 〜
山田 今回の巻頭インタビューは
ラテン語で﹁鍵﹂を意味し︑本ビ

社長にお話を伺います︒まず︑ご

会社建設技術研究所の村田和夫

てご尽力をいただいている︑株式

央ネットの活動に長きにわたっ

ズに対応する﹁マルチインフラ企

インフラを対象にあらゆるニー

３つのイノベーションは︑幅広い

くことを意図しています︒掲げた

ジョンによって新たな未来を開

たのかが分かります︒また世界に

諸国の往来の賑わいに溢れてい

絵巻からも江戸日本橋がいかに

を超えた大都市で︑
﹁熈代勝覧﹂

村田 江戸は人口が１００万人

国内外で高まっていますが︒

まって以降︑日本文化への関心が

乗りの小さなエコボートですが︑

橋小網町まで足を延ばし︑
﹁強運

にしています︒その折には︑日本

中央通りや江戸通りを歩くよう

田駅から日本橋浜町の社屋まで︑

村田 時々ですが︑通勤途中で神

何でしょうか︒

オリンピック開催が決

を記念して︑当ＮＰＯ法人東京中

﹁日本橋美人新聞﹂
の﹁創刊 周年﹂

経歴についてお聞かせください︒
業﹂への展開︑世界に貢献するた

配属になり︑河川の洪水を防ぐ治

入社後は河川計画系の部署に

学業と遊びを巧く両立できてい

ホール落語に通うなど顧みると

ルンを吹いたり︑余暇を利用して

専攻し︑部活動の吹奏楽部ではホ

京しました︒大学では土木工学を

し︑小学校六年生の時に家族で上

行きたいと思っています︒

かな社会づくり﹂に向け貢献して

ジをもって﹁安全で潤いのある豊

がら技術へのたゆまぬチャレン

少ない現状があります︒しかしな

仕事をご理解いただける機会が

念ながら一般の方々には︑弊社の

引先の多くが官公庁のためか残

業﹂を目指すというものです︒取

を経営資源とする﹁アクティブ企

外業務を更に拡大︑技術者と技術

と感じています︒

Ａ﹂には学ぶべきものが多々ある

時代の人々の聡明さ﹁江戸のＤＮ

要性を理解し推進してきた江戸

川改修などのインフラ整備の重

下水道の整備︑五街道の整備や河

ていた証しです︒私は職業柄︑上

︵再利用︶
・ Recycle
︵再生
Reuse
利用︶
﹂の循環型社会が確立され

廃棄物の発生抑制 ・)
は︑﹁ Reduce(

類のない清潔な都市であったの

まりました︒弊社としても︑その

京︶を舟運で楽しむ機運が一層高

つて水の都として栄えた江戸︵東

本橋に観光船着場が開設され︑か

村田 平成 ︵２０１１︶年に日

していきたいですね︒

にも︑水辺の歴史と魅力をお伝え

げています︒今後は外国人観光客

記念式典も行い︑確実な成果を上

積の乗船者数が １万人を達成し

ります︒
﹁日本橋美人﹂とは︑ど

でも多角的な事業を展開してお

﹁日本橋美人﹂というネーミング

江 戸︵ 東 京 ︶の 地 域 ブ ラ ン ド

山田 ご存じのように当団体は︑

域の豊かな魅力を実感します︒

を眺めていると︑改めて日本橋地

隅田川に架かる個性豊かな橋梁

あります︒また︑清洲橋をはじめ

運・厄除けなどを祈願することも

の神さま﹂で崇められる小網神社

めに﹁グローバル企業﹂として海

水計画や水を有効活用する利水

します︒個人的には颯爽として活

の﹁江戸日本橋観光めぐり事業﹂ ﹁日本橋美人﹂に通じている気が

山田 お話を伺っていると﹁
限りです︒
EDO
﹂と相通じるもの
山田 御社には︑他にも当団体が
ART EXPO
が あ る と 思 い ま す︒
地域活性化のために行っている
EDO
ART
﹁日本橋美人推進協議会﹂事業内

動的であり︑時に辛口な物言いで

ベ タ し な い 江 戸 の 女 性 た ち は︑

のような女性だと思われますか︒

生した経緯があります︒平成

同年
株式会社建設技術研究所入社
2003 年 同社 取締役、技術管理本部長
修士課程土木工学専攻修了

2006 年 同社 常務取締役、管理本部長

2009 年 常務取締役 九州支社長

2011 年 取締役専務執行役員
東京本社長

2013 年 代表取締役社長

好きな言葉
「春夜宴桃李園序」を「楽しく仕事を
しよう」と解釈し好んでいます。

︵２０１３︶年には株式会社設立

1978 年 東京工業大学大学院

50

成 ︵２０１５︶年に８回目を迎

に関わる展示を行っています︒平

含め︑今後も技術者︵シビルエン

への理解と土木技術の重要性を

村田 暮らしを支える公共事業

り垣間見ることができる︑それ

を打つような利発さを︑と き お

に居て話が楽しく︑
﹁はっ﹂と膝

情に厚く涙脆いが決してベタ

る︑ 明 る く お 茶 目 で 芯 が 強 く︑

村田 落 語 や 時 代 小 説 に 登 場 す

も﹁美は遺伝する江戸のＤ
EXPO
ＮＡ﹂をコンセプトに開催し︑中

の事務局を担当されるなど︑ＣＳ

あってもウィットに富んだ女性

強く成長する﹂
という指針を掲げ︑

央区︑千代田区︑港区︑墨田区の

Ｒ︵企業の社会的責任︶活動の一

現職を務めております︒

年東京オリンピック・パラリン

名店︑企業︑ホテルや文化・観光

環として多岐にわたる活動に参

山田 御社は︑我が国で初の建

ピック﹂は良い契機ですね︒

カ所以上が会場とな

というイメージです︒何より一緒

え︑国内外を含め約 万９千人の

が﹁日本橋美人﹂でしょうか︵笑︶
︒
い電気ボートで運航する﹁大人の
社会科見学 江戸東京 川のなぜ
なぜ舟めぐり﹂や﹁お江戸日本橋
舟めぐり 特別便﹂でご協力いた
だいています︒
舟めぐりは︑当団体が代表を務
める﹁江戸東京再発見コンソーシ

衣

裳・ヘアメイク・着付け／ 衣裳らくや

桜の花びらで染まったかのような淡いピンクの地には︑市松状に配した銀箔に水紋が
施され︑柔らかな中にも格調の高さが伺える訪問着です︒
名物裂文様を組み合わせたパステルカラーの袋帯が︑より一層の華やかさを添えた
コーディネートです︒ 撮 影／小澤正朗
撮影協力 ／ロイヤルパークホテル

ジニア︶の視点を生かしながら︑

着こなしのポイント
方々が各会場を訪れてください

40

社会基盤づくりを担っていらっ

村田 東京オリンピックは︑未来

施設など

画し︑
ご支援をいただいています︒

株式会社建設技術研究所 代表取締役社長

60

しゃる御社にとって︑
﹁２０２０

周年を迎え︑その節目の年に社

へ向けての立派な日本をつくる

り江戸より続く伝統や文化︑歴史

( むらた かずお )

村田和夫

27

ました︒ 御社からは環境に優し

日本橋美人新聞は 創刊１０周年を迎えました

アム﹂事業の一環でもあり︑ 人

10

( やまだあきこ )

25

設コンサルタント会社として誕

長にご就任されましたが︑どのよ

ための良いきっかけです︒大きな

23

うな取り組みに力を注がれてい

たように思います︒

計画に携わりました︒総務部や管

一翼を担えるのは大変に嬉しい

8

山田 ﹁インフラ大変革時代に力

27

理本部の事務方も経験したのち︑

に立ち寄り︑会社・社員などの強

少時代を弘前市︑仙台市で過ご

村田 私は秋田市で生まれて幼

27

平成 ︵２０１５︶年 月には累

10

10

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
著書に「日本橋美人」など

山田晃子

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）2016.3.15

遠忠商店 本店

日本橋美人佃煮・ふりかけ

にんべん

MAP
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熟練の職人が直火釜で炊きあげた、化学調
味料を一切使用していない本物の味を、
ごはんや、おむすびでお楽しみください。

日本橋美人 鰹節御ふりかけ
(昆布・椎茸・ごま入り)

2

美人度ＵＰには、朝食が大切。鰹節御ふ
りかけはたんぱく質、食物繊維、ビタミン、
ミネラルがバランス良く含まれており、
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。

〔手巻き・細巻き用〕
〔おむすび用〕
〔食膳用〕
女性を意識したヘルシーで厳選された素 焼きたて海苔を二切・三切・八切にカットし
材を贅沢に使ったあんぱん。ビタミンB1や てあります。深みのある風味豊かな美味しさ
食物繊維などが豊富な餡は、榮太樓特製の が楽しめる、本店限定の逸品です。
こし餡です。
215kcal 210円
各板のり10枚分 57.9kcal(１袋) 各種 540円

お肌の保湿性や弾力性を高め美肌効果が期待される魚由来の
コラーゲンとα- リノレン酸が豊富な荏胡麻を配合。

着付け教室講師と一緒に

郵送として使えるパッケージで、筆まめな日本橋美人に。

日本橋美人香

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。

浜町の美味しいイタリアンといえばコチラ。

可愛いブタさんの看板が目印です。
ランチコースが特にオススメで、パスタは自家製、

ロイヤルパークホテル

お気に入りの

イタリアの粉のみで作ったピッツァは注文してから
ピザ窯で焼きあげてくれます。

割烹日本橋とよだの「日本橋美人「彩」御膳」

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。

756～1,620円

日本橋美人あぶらとり紙

わたしのおススメ情報

資生堂ビューティーサルーン コレド日本橋店

MAP

20

金 箔 打 製 法あぶらとり紙 は、そっとお
肌 を 押えるだ けで 一 瞬 にして余 分 な
皮脂を吸い取ります。

日本橋美人エステ高濃度酸素セラピー
98％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。

MAP

8

浜町緑道・弁慶像
ホテルランチでおススメなのがロイヤルパークホテル
1階「コーヒーショップ シンフォニー」のソフトドリンク
付ブッフェランチ。
平日のみというのが残念ですが、女性が４人以上揃え
ば割引（予約が必要です）になるのが嬉しいです。
お 料 理 はもちろん、パンやスウィ―ツが 充 実していて
美味しさに、ついつい食べ過ぎてしまいます。
ご注意を！

人形町交差点から明治座へ向かう
途中に位置する浜町緑道は、日本橋
でも有数の桜の名所です。
かつて人形町は操り人形の芝居小屋も
数軒あり、歌舞伎と合わせて庶民の人気を集めていたと
いうところ。そんな土地柄を象徴するような弁慶像は、
衣裳らくやの目の前です。

8,100円～
9.5cm×9.5cm ２０枚入り

たんぱく質、食物繊維、ビタミン、ミネラルがバランス良く
含まれています。

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。

432円

あぶらとり紙は化粧直しの必需品。華麗な桜の模様が
心を癒し、美人度を上げてくれるでしょう。

わずか1グラムで6リットルの水分を吸着するといわれる
ヒアルロン酸は、女性の強い味方です。

◆ロイヤルパークホテル1階 ロイヤルデリカ【日本橋美人マロンアマンディーヌ 】486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/榮太樓總本鋪【日本橋美人なごみあんぱん】210円 ◆榮太樓總本鋪【日本橋美人飴さくら(15粒入）】594円
◆人形町亀井堂【日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱 】480円※受注生産のみ
◆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
◆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

発売開始時よりご好評の定番アイテム

日 本 橋 美 人ＳＯＹシェイク
取扱店：千疋屋総本店

天保 5（1834）年の創業以来、現代に至るまで総合果物店として

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

人々に愛され続けている老舗「千疋屋総本店」が日本橋美人のた

めに開発した「日本橋美人 SOY シェイクシリーズ」は、
「畑のお肉」

と言われる大豆からつくられた栄養豊富な豆乳をベースに、厳選

210kcal

した果物とバニラアイスクリームを組み合わせたヘルシーなドリン

580円

クで、１階「カフェ・ディ・フェスタ」のみの限定発売です。

日本橋美人「彩」御膳 価格3,780円(税込)
になるために
努力していること
着物のコーディネートや着付けに加え、弊店で開講
している「和のお稽古」で“日本の和心”を学んでい
ます。

企業プレゼント
紅花染めで有名な山形県米沢市から、紅花紬のエキスパートと
して、
日本橋美人に似合う素敵な着物を厳選してご紹介します。
「雪国からの贈り物～草花の色～」を衣裳らくやの２階で3月
21日まで開催しております。
皆さまの、
ご来店を心よりお待ち申し上げます。
粟野商事 横山清隆

衣裳らくや オリジナル手拭い

●その他の日本橋美人商品のご紹介

豆乳には「美容のビタミン」といわれるビタミン B 群や、アンチエ

http://www.rakuya.co.jp

16

イルバンボリーノ（IL BAMBOLINO）

ビタミン・ミネラル・食物繊維をバランス良く含む
おいしい海苔で、身体の中からきれいになりましょう。

小津和紙

MAP

345円

イジングに役立つビタミン E、鉄分やオリゴ糖、イソフラボンが豊富。

株式会社らくや

357円

231kcal(80g当たり)

464～518円

29

MAP

薬真寺 香さん

幕末の文久3（1863）年に創業した老舗でいただく
お昼は、
がんばった自分へのちょっと贅沢なご褒美で
す。洗練された盛付けやしつらいに、江戸情緒を感じ
る素敵なお店です。

日本橋髙島屋 ７Ｆ呉服サロン

MAP

日本橋美人 焼きたて海苔

株式会社らくや 衣裳らくや

日本橋で働く女性のおすすめ情報

ミネラル、ビタミンがバランス良く含まれ、低カロリー
なのでダイエット中の方にもお薦めです。

ホテルのメインバーでロマンチックな気分を楽しんで。

13kcal(1粒)

13 MAP 15

株式会社らくや（衣裳らくや）の衣裳レンタル部に所属

1,620円

(税込、サ別）

MAP

しております、薬真寺 香と申します。

294kcal
(100g当たり)

1,512円

乳白色の色と爽やかな酸味が美味しい
飴です。美しいさくら飴の一粒中には約
レモン1個分のビタミンCが入り、疲労回復
や美白などにお薦め。

日本橋美人あんぱん

衣裳らくやは着物の販売（お誂え）からレンタル、かん

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。

13

たん・らくちん着付け教室など、「着物のことなら何でも

梅酒を使用したオリジナルカクテルは、爽やか
な飲み口が人気。ほのかに紅をさしたような
可愛らしい色合いに、
ミニチュアローズが印象
的で日本橋美人にぴったりです。

MAP

おまかせ！」というお店です。きものスタイリストの石田

1

日本橋美人飴さくら10粒入り

1

山本海苔店

ボンクール/榮太樓總本鋪

榮太樓總本鋪

MAP

20

年を経 過し、日 本

千疋屋総本店

日本橋美人はちみつ

節 子が店 主を務めており、創 業から

MAP

抹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。

橋浜町に移転してからは2年半が経ちました。

日本橋美人カクテル

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。

私 が 担 当 し ている「衣 裳 レンタル」は 婚 礼 衣 裳 をはじ

ロイヤルパークホテル B1F ロイヤルスコッツ

落ち着いたスタイリッシュな空間で、おしゃれなランチ
タイムを。

め、振 袖 や訪 問 着、七 五 三の衣 裳 な ど「晴れの日の着 物」

常に10種類以上の具材が入った、豊かな彩りは宝石箱
のよう。心も身体も大満足！

がとても充 実 し、最 近 では近 隣の人 形 町・浜 町にお 住 ま

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。

500円

いの方 々にもたくさんご利 用いただいております。店 主

98kcal

が アンティークの着 物に造 詣 が 深いので、状 態の良いア

439kcal

972円

ンティークが 豊 富 という 点 も 皆 さまに喜 ばれていま す。

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。

古 典 的な正 統 派から現 代 感 覚のモダンなものまで、他に

本紙持参でご購入の方に限り、
シャーベットをサービス。

37

はない独自の品揃えの中で、お一人お一人に合ったコーデ

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

山本山 喫茶室

日本橋美人アイス抹茶ミルク MAP

員 がきものスタイリストですので、着 物にまつわること

2,700円 (税込、サ別）

94

イネート を させ ていた だき ま す。レンタルスタッフも 全

380kcal

MAP

なら何でもお気軽にご相談ください。

※ランチタイム限定

日本橋美人ランチ

お 着 付 け 込 みで１ 万 円 か ら

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。

オーベルジュ・ド・ニレーヌ(ホテルかずさや)

また、弊 店が得 意な「紬のおしゃれ」を気 軽に楽しんで

1

レンタルも 始 めまし た！

MAP

いただけるご提 案として、昨 年 末からは普 段 着の着 物の

日本橋美人“美肌粥”御膳

とリーズナブルですので、女 子 会 や 歌 舞 伎 な どの観 劇 、

3,780 円

本店の隠れた逸品、
「海鮮ばらちらし」が、
ロイヤルパークホテル店限定で「日本橋
美人セット」として登場。茶碗蒸し,お椀,
季節のサラダ,デザートを付けたセット
です。
837kcal 2,700円 (サ別）

ロイヤルパークホテル 地下1F 桂花苑

デートや街歩きなどの日常にご利用ください。

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
※月～土のランチタイム限定

海鮮ばらちらし「日本橋美人セット」MAP 1

53

着 物にほんの少しでも興 味をお持 ちの方は、レンタル

矢の根寿司 ロイヤルパークホテル店

MAP

を活用して実際に着てみませんか？

割烹日本橋とよだ

日本橋美人「彩御膳」

も っと も っと

特典の有効期限は6/15迄です。お会計の前に本紙をご提示ください。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。

※表示価格はすべて税込です。

着 物 が 好 きに

のご紹介

な り 身 近に感

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”
女性の総称で、江戸 ( 東京 ) の地域ブランドです。
“心も身体も美しい” 女性を目指す方々のために、名店、企業などと協力して開発した商品が
「日本橋美人商品」です。おかげさまで「日本橋美人新聞」は創刊 10 周年を迎えました。

じ ても ら える

2006

と嬉しいです。

「日本橋美人 “Japan Beauty from Edo-Tokyo”」とは

江戸
（東京）の地域ブランド

本紙持参でご購入の方に限り、
50円OFFの530円にて販売！

生産者が我が子のように育てた旬のフルーツは、みずみずしい女性美を保つ栄養素が

詰まったエキスの宝庫です。その中から試行錯誤を重ね豆乳と相性の良いストロベリー、
バナナ、マンゴー、ブルーベリーなどをセレクト。

「心も身体も美しい」日本橋美人の爽やかな健康美に必須の逸品です。
発売中の「日本橋美人SOYシェイク・バナナ」は、ビタミン、ミネラル、植物繊維が豊富なバナナと
豆乳の最強のコンビネーション。

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！

ツナマヨ
6

３

【応募期間：3月22日～6月19日】

www.tokyochuo.net/news/present

Shop Information

イルバンボリーノ（IL BAMBOLINO）

コーヒーショップ シンフォニー
衣裳らくや

中央区日本橋 浜町2-10-9スクエアードコート日本橋人形町1階
営業時間 【ランチ】
:
11:30～14:00 L.O.（予約不可）/【ディナー】18:00～ 22:00 L.O.（予約可） 定休日：日祝

中央区日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル1階
営業時間 【ランチブッフ
:
ェコース】11:30～14:30（L.O.13:30）
（要予約） ※平日限定 ※提供期間4月22日まで
中央区日本橋浜町2-5-1東洋浜町ビル TEL03-5623-9030 定休日：水 11:00～19:00

日本橋関連催事情報
日本橋髙島屋

MAP

3/16 ～ 21
3/16 ～ 28

京のみやび 伝統の味と技展
琳派 400 年記念 京に生きる 琳派の美
現代作家 200 人による日本画・工芸展（有料）
春のインテリアフェスティバル
3/23 ～ 28
3/30 ～ 4/4 第 68 回 東西名匠老舗の会 ／ 味の逸品会
春の味百選
4/6 ～ 11
第 45 回記念 大いわて展 ／
4/13 ～ 18
岩手久慈琥珀と世界の琥珀展
第 40 回 戸塚刺しゅう展／ 振袖フェスティバル
4/20 ～ 25
4/27 ～ 5/9 笑点 放送 50 周年記念特別展／
紳士服イージーメード 2 着セール
第 14 回 やまがた展 ／ トリンプビッグバーゲン
5/11 ～ 16
第 37 回 ～この道ひとすじ～日本の伝統展 ／
5/18 ～ 23
紳士服イージーメード 2 着セール
第 15 回 大九州展
5/25 ～ 30
ナチュラル × ライフスタイル
6/1 ～ 7
6/1 ～ 7/18 お中元 ばらのギフトセンター

●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い合わせください。

3 月～ 6 月

日本橋三越本店

4/15 ～ 24

一年間のご愛顧感謝バザール
お花見フェスティバル

【新館 7 階催物会場】

3/16 ～ 21
3/23 ～ 28

一年間のご愛顧感謝バザール
レディスファッションオールシーズンバザール

4/29 ～ 5/8 GW セール
お買い得商品が多数目白押し！
GW の帰省お土産としてオススメの商品もたくさん
揃っています。

※日本橋三越本店は４月より全館午前 10 時 30 分～午後 7 時 30 分
の営業とさせていただきます。
（新館 9・10 階レストランは午前 11 時～午後 10 時）

母の日フェア同時開催

コレド日本橋 / コレド室町 1・2・3/ 日本橋三井タワー
MAP

3/18 ～ 4/10
桜グッズ＆メニュー

三井記念美術館
～ 4/3 まで
三井家のおひなさま 特集展示 三井家の 摩焼

八重洲地下街
3/16 ～ 29

ハッピーイースター 卵あそび展

3/16 ～ 4/5

ヤエチカスプリングフェスタ
ファッション企画：春の新作コーディネート特集
グルメ企画：
「おすすめ春味メニュー」

千疋屋総本店

MAP

3 月上旬～
～ 3/31 まで
～ 4/30 まで
4/15 ～ 5/10
4 月中旬～
4/20 ～ 5/6
5/1 ～ 8/31

せとかのパフェ
ストロベリーオンパレード
フレッシュマン乾杯フェア
ヘルシーマザーズデーフェア
タイマンゴー、清美オレンジパフェ、ＶＳすいかカット
ゴールデンウィークフェア
トロピカルフルーツフェア
（トロピカルフルーツオンパレード）
5/20 ～ 6/21 ヘルシーファザーズフェア
6/1 ～ 7/15 お中元サマーフェア /
お中元好適品フェア
完熟マンゴーパフェ（宮崎→沖縄）
6/1 ～

榮太樓總本鋪

【対象施設】… コレド室町 1・2・3、コレド日本橋、日本橋三井タワー

3/25・4/28・5/27
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。

一般公開講演会

4/4 ～ 10
日本橋地域の名店の味をお得に ニホンバシ 桜バル 2016

山本海苔店

MAP

春の謝恩特別販売

初夏の特別販売会
この季節だけの限定商品や本店限定商品をご用意いた
しております。

6/3

もみ海苔「梅が香」特別販売

4/1 ～ 3

福引抽選会

日八会さくら祭り 2016

桜のライトアップ、模擬店の出店、ライブイベントなどを開催。
●日本橋六之部連合青年部「日八会」ホームページ http://www.28kai.jp

4/3

クラシックカ―展示会、日本橋老舗、銘店ワゴン販売などを開催。
http://www.nihonbashi-meikyou.jp

水天宮例大祭

新社殿（日本橋蛎殻町 2-4-1）で五穀豊穣を願う神事が行われる。
●水天宮 ホームページ

MAP

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。

6/7 ～ 17

演題：
「尺八の魅力」
講師：吉田 長生 氏

5/30

演題：
「未定」
講師：熊野 英生 氏（㈱第一生命経済研究所 首席エコノミスト）

MAP

「さくら」をテーマにしたスイーツドリンク・カクテルをご用意いたします。
【ロビーラウンジ フォンテーヌ】
【メインバー ロイヤルスコッツ】
◆さくらスイーツドリンク
・さくらとベリーのスムージー ￥1,200
・さくらチョコシェイク ￥1,200
◆さくらカクテルフェア
・桜ハイボール ￥1,500
・舞桜 ￥1,500
・さくらビューティーフィズ ￥1,400
・スプリング ロワイヤル ￥1,400
※税サ別

美容機器として人気・評価の高いビューティ製品を取り扱う「パナソニック」
の美容製品 7 品を、お部屋にご用意する女性向けの宿泊プランです。
【料 金】 お一人様 \8,500～（1 室 2 名様ご利用時）
チェックイン：14：00 チェックアウト：12：00
【プラン特典】 化粧水・乳液・メイク落とし・ヘアクリップ等が入っ
た巾着型の「レディスポーチ」をプレゼント。

女子会にも最適！おしゃべりをゆっくりと楽しみたい！
鉄板焼「すみだ」 大皿料理プラン \7,000
日本料理「源氏香」 お昼の和会席コース \5,000
中国料理「桂花苑」 中華ランチコース \4,000
コーヒーショップ「シンフォニー」 ランチブッフェソフトドリンクバー付き \3,000
※税サ込

http://www.suitengu.or.jp

山王祭

最大の盛儀の神幸祭は、優雅で格調高い御列が氏子区域を巡幸し
供奉員は総勢約 500 人・御列は 300 メートルに及ぶ。
●山王祭 ホームページ http://www.tenkamatsuri.jp

5/27・28

4/25

〔平日限定〕レディスプラン

春の名橋「日本橋」まつり

5/5

※14 時より ※先着限定 500 名様

演題：
「江戸の町と長屋の暮らし」
講師：菊地 ひと美 氏（江戸衣装考証家、江戸風俗研究家）

4/1 ～
1 日 1 室限定！ Panasonic Beauty ルーム

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

6 月上旬～

3/30

3/16 ～ 4/30
さくらフェア

新商品や日本橋本店限定商品の数々を取り揃えており
ます。

5 月上旬

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

ロイヤルパークホテル

平日 17：00 ～、土日 12：00 ～ ※終了時刻は店舗により異なる
【会場】… 東京駅～日本橋エリア（予定）
詳細は特設サイト参照：https://machi-bar.jp/sakura-bar/

～ 4/4

MAP

（尺八奏者・伝統音楽普及振興活動グループ「竹童」代表）

11：00 ～ 17：00
【運行エリア】… 八重洲～日本橋～人形町地域各エリア
※乗車無料

4/28

http://www.edo-tokyo.info

日本橋倶楽部

3/19・20・21・26・27、 4/2・9・10
日本橋エリアを回遊！桜バス

●名橋「日本橋」保存会 ホームページ

お江戸日本橋舟めぐり

※毎月 24 ～月末までは月末セール。

11：00 ～ 23：00 （映像演出 17：30 ～ 20：00 予定）
【会場】… 仲通り（コレド室町 1、コレド室町 2 の間の道路）
※料金無料

※各日 10 時より ※400 箱限定

創業祭…あんころ餅の振舞いを行います。

父の日フェア

桜吹雪舞い散る 日本桜風街道

ご来店で、お品代 3,240 円お買上げにつき１回。
MAP

6/10 ～ 19

街中が桜色に染まる 桜ライトアップ

【会場】… 八重洲～日本橋～人形町地域各エリア
※参加無料

MAP

お母さんへの日頃の感謝の気持ちをこめて、にんべん
の贈り物はいかがですか。
いつもの料理をもっと美味しくするお助けアイテム！
こだわり派のお父さんには、
「鰹節削り器」がオスス
メ！
桐製の削り器は、職人の技が光る逸品。本物志向のお
父さんも気に入ること間違いなし。

日本橋に隠された宝を探そう
ニホンバシ宝探し 幻の桜～幸せを呼ぶ江戸小紋～

4/12 ～ 6/26
特別展 ユネスコ無形文化遺産登録記念
北大路魯山人の美 和食の天才

MAP

春の謝恩祭り
毎年恒例の「春の謝恩祭り」を開催！
通常お取り扱いのないお買得商品の他、限定の鰹のた
たき等、この時期しか味わえない春の味覚が目白押し
です！
空クジなしの福引やクイズ等お楽しみも満載です。

【会場】… 三井本館、コレド室町 1・3、日本橋三井タワー
MAP

http://www.tokyochuo.net/

にんべん 日本橋本店

MAP

【本館７階催物会場】

3/16 ～ 21
3/23 ～ 28

東京中央ネットＨＰ「中央区最新情報」も随時更新中！

小網神社

東京中央ネットのホームページでは、皆様からいただいた区内のイベント、催事、
ホテル、グルメ、NPO・ボランティア情報などを無料で掲載しています。
ご希望の方は下記アドレスにお問い合わせください。
催事・イベント サークル会員募集

御鎮座 550 年記念大祭

グルメ・お得情報 NPO などの活動報告
etc...

www.tokyochuo.net/info/reference

27 日例祭式、28 日神幸祭（本社神輿の渡御）が行われる。
●小網神社 ホームページ http://www.koamijinja.or.jp

定

決
催
開

同時
開催 第 5 回

9/23 ～ 10/11
金

火

EDO ART EXPOは、
「江戸の美意識」をメインテーマに、江戸から続く伝統や文化、歴史に係る
展示を、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、
教育機関などがパビリオン
（会場）となり行う秋の一大イベントです。また、美術館、博物館、
大学などとも幅広く連携して開催いたします。会期中にはイベントや講演、さまざまなラリー
などもお楽しみいただけます。
同時開催「第5回 東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」の入賞作品は「EDO ART EXPO」
の一部の「パビリオン（会場）」で展示します。

6/15 水 応募締切
消印有効

「江戸から連想する言葉」
と
「世界の国々を漢字で書く」
を

題材に書道作品を公募しています。詳細や応募票の入手方法などは、
EDO ART EXPO公式ホームページでご確認ください。
○東京都に在学、在住の児童・生徒が応募できます。

○入賞者には、協賛企業からの企業賞（賞品）を授与いたします。

EDO ART EXPO・書道展 スポンサー募集

昨年の展示風景 （相田みつを美術館）

昨年の映像を公開中⇒

EDO ART EXPO・書道展の共催・協賛やスポンサー企業の名称を冠する企業賞（賞品）のご協力を、
広くお願いしております。詳細は、事務局までお問い合わせください。

東京中央ネット事務局 TEL 03-5859-5188【平日 10 時～ 17 時迄】

