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。

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）2016.12.15

きな人たちの親

高じて︑凧が好

先代は趣味が

を始めました︒

で本格的な修業

には先代のもと

く︑大学卒業後

ことに迷いはな

家業を継承する

し て い た の で︑

ど店の手伝いを

出前や皿洗いな

鮮やかな角凧

凧絵にした色

する浮世絵を

戸文化を代表

なりました︒江

われるように

から﹁凧﹂と言

が︑江戸の中頃

れていました

のぼり﹂と呼ば

凧揚げは﹁いか

茂 出 木 以前 ︑

茂出木 なんといっても︑幼少よ

ざいますでしょうか︒

に入りの日本橋のスポットはご

ころで茂出木館長にとって︑お気

山田 ぜひ実現したいですね︒と

を絞っていきたいですね︒

繋いでいけるよう︑ご一緒に知恵

え︑日本の伝統や文化を次世代に

ど東京五輪大会の舞台に華を添

り︑子どもたちの書を凧にするな

いえるでしょう︒和凧を揚げた

ませんので︑凧は平和の象徴とも

る仕事もしているせいか︑凧とい

すね︒私は浮世絵の解説を手掛け

や魅力を広めていらっしゃいま

を常設で展示され︑凧文化の伝承

収蔵品のうち４００〜５００点

凧に関連する約５０００点もの

開館したと伺っております︒凧や

世界で初めて凧専門の博物館を

﹁凧揚げの名人﹂として名を馳せ︑

山田 創立者の茂出木心護氏は

を引き継ぎ就任しています︒

年に設立した﹁凧の博物館﹂館長

ビルの５階に１９７７︵昭和 ︶

ります︒私はその会長職と︑弊社

１０００人の会員が所属してお

国の 支部に約

し︑現在では全

和 ︶年に発足

を１９６９︵昭

﹁日本の凧の会﹂

い活動を行う

睦を目的に幅広

山田

凧の博物館は当初より

の発達を遂げた凧が生まれました︒

各々の民族性を反映しながら固有

も凧揚げの風習が伝えられていて︑

ロッパ︑アジアなど世界の国々に

ます︒日本に限らずアメリカ︑ヨー

味わい深い造形に感銘を受けてい

れる先々でその風土が生んだ凧の

揚げ大会に出向くことが多く︑訪

長として４〜６月の間は全国の凧

習慣があります︒私は凧の会の会

育つよう願いを込めて凧を揚げる

迎え︑子どもが丈夫にたくましく

節句の前後に凧揚げのシーズンを

です︒一方︑日本各地では端午の

風物詩となったのは江戸時代から

とあるように︑凧揚げがお正月の

月﹂の一節﹁お正月には凧揚げて﹂

あったようです︒また童謡﹁お正

ことで︑江戸庶民にとても人気が

た凧が武家屋敷を見下ろすという

を与えましたし︑奴凧は高く揚がっ

︵錦絵風︶は︑地方の伝統凧に影響

していきたいと考えています︒

れる機会を今後もプロデュース

外国人の方々が日本の魅力に触

リンピックイヤーに合わせ︑訪日

内外に発信する好機ですので︑オ

名が集まりました︒日本文化を国

カ国以上の漢字で書かれた国

く﹂という新たな題材を追加し︑

に向けて﹁世界の国々を漢字で書

京オリンピック・パラリンピック

では︑２０２０︵平成 ︶年の東

児童・生徒による 江戸 書道展﹂

同時に開催している﹁東京都の

さいました︒

もの方々が︑各会場を訪れてくだ

国内外を含め約

歴史に関わる展示を行い︑本年は

美意識﹂をテーマに伝統や文化︑

閉幕いたしました︒毎年﹁江戸の

なり︑おかげさまで盛況のうちに

光施設など

の名店︑企業︑ホテルや文化・観

中央区︑千代田区︑港区︑墨田区

という気がいたします︒

日本橋美人と呼ぶにふさわしい

き生きとして輝いている女性が︑

に見受けられます︒そのような生

持って働いていらっしゃるよう

いる方たちは︑胸を張り自信を

老舗の女将に至るまで︑日本橋に

が︑地域企業にお勤めの女性から

茂出木 贔屓目かもしれません

われますか︒

人﹂とは︑どのような女性だと思

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

︵笑︶
︒

をするのは楽しみのひとつです

橋界隈で︑気の合う仲間と食事

能できる名店が数多いので︑日本

また江戸から続く食文化を堪

とは︑ノスタルジックでもあり︑

わらぬ姿で橋が架かっているこ

茂出木

北 京︑
ロ ン ド ン︑ リ オ
の五輪大会で
は︑ 開 会 式 の
オープニングセ
レモニーで凧揚
げが効果的に利
用されていまし
た︒紛争の続い
ている地域では
凧の姿は見られ

万４０００人

撮 影 ／ 小澤正朗
衣 裳 ／ 衣裳らくや

撮影協力 ／ ロイヤルパークホテル
ヘアアレンジ・着付け ／ 林さやか

新春を寿ぐ華やかな京友禅の着物と貴︵あて︶やかな袋帯のコーディネートで︑盛装
ながらも落ち着いた雰囲気を醸し出しています︒
さし色には柔らかな印象のピンクを添えて︑新年の喜びを演出しました︒

着こなしポイント

域ブランド﹁日本橋美人﹂という

精神的な支柱になっています︒

うと葛飾北斎や歌川広重などが

﹂にご協力くだ
﹁ EDO ART EXPO
さ っ て い ま す︒ 本 年︑
﹁第９回
に舞う姿を連想してしまいます︒

矢田 美英

カ所以上が会場と

浮世絵に描いた︑澄みきった大空

︵２０１６︵平成
り日々の生活の中にあった名橋
EDO ART EXPO
︶年９月 日〜 月 日︶
﹂は︑ ﹁日本橋﹂そのものです︒昔と変
23

60

逸話を綴る
〜 トップインタビュー 〜

山田 創刊 周年を記念した﹁日
本橋美人新聞﹂の巻頭インタ
ビューは︑国内外において﹁凧を
通じた親善大使﹂としてご活躍さ
れていらっしゃる︑凧の博物館の

10

43

”

茂出木雅章館長にお話を伺いま

11

“

32

す︒まずはご経歴について︑お聞
かせいただけますか︒
茂 出 木 私 は 父 が １ ９ ３ １︵ 昭
和 ６︶ 年 に 洋 食 屋﹁ た い め い け
ん﹂を創業した地︑中央区新川で
生まれ八丁堀の京華小学校︵現
中央小学校︶に通い︑その後は慶
應義塾中・高等部を経て慶大法学
部に進学しました︒１９４８︵昭
和 ︶年に日本橋に移転した店内
で︑早朝から深夜まで働き続ける

周年、おめでとうございます。

父母の背中を見て育ち︑私自身も

28

40

( やまだあきこ )

「日本橋美人新聞」では、歴史と伝統に培われた気品と
風 格 が あ る 本 物 の ま ち「日 本 橋」の 魅 力 を 大 い に 発 信
し て い た だ い て お り ま す。創 刊 周 年 を 契 機 に、
「日 本 橋 美 人」が ま す ま す 活 動・活 躍 さ れ ま す よ う
心からお祈り申し上げます。

中央区長

立石 晴康

凧の博物館（中央区日本橋 1-12-10 たいめいけん５階）

10

「日本橋美人新聞」創刊

( もでぎまさあき )

茂出木雅章
山田晃子
「日本橋美人新聞」の創刊 周年を心からお祝い申し
上げます。概 ね 新 聞 ・雑 誌 は 創 刊 時 の 情 熱 が続かず
３〜４号で終わる例が多い中で、見事に 年とは
うれしい限りであります。
「継続は力なり」を再認識させていただきました。

東京都議会議員

日本橋美人新聞は 創刊１０周年を迎えました

52

32

44

10

10

10

EDO ART EXPO 総合プロデューサー 凧の博物館 館長
日本の凧の会 会長
日本橋美人推進協議会プロデューサー
1961年 慶應義塾大学法学部卒業
( 特非) 東京中央ネット副理事長
同年
㈱たいめいけん入社
( 一社) 日本江戸クラフト協会副会長
1978年〜㈱たいめいけん代表取締役社長
( 一社) 日本橋倶楽部評議員
著書に「凧（文溪堂）」
㈱ヤマダクリエイティブ代表取締役
座右の銘
学芸員資格保持者 ほか
「食在味格、凧在風格」
著書に「日本橋美人」など

10

23

9.23【Fri】 10.11【Tue】

EDO ART EXPO Report 2016

江戸アートエキスポ 2016

第５回
ＮＰＯ法人東京中央ネットでは、日本の伝統文化を次世代に継いでいくために伝統継承事業として２０１０年から書道展を
開催しています。関係各位のご協力により「東京都の児童・生徒による”江戸”書道展」に生まれ変わり５周年を迎えました。
応募作品１，
５００点以上の中から EDO ART EXPO 賞をはじめ、５２社のスポンサー企業による２９５点の企業賞を展示しま
した。

ＮＰＯ法人東京中央ネットでは、江戸から続く伝統や文化、歴史を紹介する「第 9 回 ＥＤＯ ＡＲＴ ＥＸＰＯ」

書道展会場

を開催いたしました。この事業は中央区、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

相田みつを美術館、GINZA KABUKIZA、コレド日本橋、
ＪＰタワー前地下広場、東京シティエアターミナル、東武ホテルレバント東京、日証館、
にんべん日本橋本店、フォーラム・アート・ショップ、丸井錦糸町店 ほか

施設など、６０カ所以上の施設がパビリオン（会場）となり協力して催す一大イベントです。

ＥＤＯ ＡＲＴ ＥＸＰＯ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」

相田みつを美術館

ロイヤルパークホテル

に関わる所蔵品を有する美術館、博物館、大学などが「関連展示会場」となり、幅広い連携のもとに開催しています。
「東京都の児童・生徒による “江戸” 書道展」は、
「江戸から連想する言葉」と２０２０年東京五輪に向けて「世界の国々

を漢字で書く」をテーマに一部のパビリオン（会場）で入賞作品を展示しました。子どもたちの作品にご来訪の皆
さまから多くの讃辞をいただきました。

JP タワー前地下広場

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４３万

４，
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。

増上寺会館

築地本願寺

フォーラム・アート・ショップ賞
受賞者が来場

関係者一同

明治大学博物館

東京シティエアターミナル
EDO ART EXPO 賞
立石晴康都議会議員による
視察

― すみだ北斎美術館の開館を記念して ―

日証館

コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション

先人が残した数々の創作には「江戸の美意識」が溢れています。来場された方々は江戸の歴史と文化の薫りが
漂うエリアで、それぞれの会場の雰囲気も楽しみながら、伝統が培った技から生まれた作品を鑑賞しました。

奥野かるた店

東京都江戸東京博物館

ロイヤルパークホテルでの審査会

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

浮世絵展示会場

コレド日本橋

錦糸町テルミナ、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、千疋屋総本店、増上寺、第一ホテル両国、築地本願寺、
東京ステーションホテル、北斎通り（ 東あられ本鋪 ）
、山本海苔店、YUITO 日本橋室町ビル、ロイヤルパークホテル ほか

関連展示会場

YUITO 日本橋室町ビル

出光美術館、伊場仙まちかど展示館、榮太樓ミニギャラリー、奥野かるた店小さなカルタ館、歌舞伎座ギャラリー、川越市立美術館、神田明神資料館、江東区
深川江戸資料館、たばこと塩の博物館、秋色庵 大坂家、東京都江戸東京博物館、東京家政学院大学千代田三番町キャンパス、凧の博物館、
中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」、千代田区立日比谷図書文化館、日枝神社宝物殿、三井記念美術館、明治大学博物館、山田書店ギャラリー ほか

出光美術館

榮太樓總本鋪

入賞作品はホームページで公開中です

（表彰状がダウンロードできます）

東京家政学院大学千代田三番町キャンパス

にんべん日本橋本店

ホームページからダウンロード

江戸書道展

検索

各種ラリー会場

講演会・イベント会場

人気のスウィーツ（Ｓ）
と日本橋美人商品（Ｎ）のコラボ、「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」でたくさんの来場者
が街を散策しました。

多彩な講演会や体験型のイベント、伝統技術を伝授するなど、江戸の叡智に学び感性を
磨く企画に、多数の方が参加され盛況でした。

ラリー会場

アルカキット錦糸町、遠忠商店 本店、オリナス、割烹 嶋村、割烹日本橋とよだ、芝神明榮太樓、
芝大神宮、芝東照宮、新正堂、寿保羅、墨田区観光協会、東京タワー、東京楽天地、日本橋案内所、
日本橋三越本店、ホテルかずさや、港区観光協会、山本山 日本橋本店 ほか

講演・イベント会場
お江戸日本橋舟めぐり、
八重洲地下街 ( 八重洲倶楽部） ほか

両国第一ホテル
三井記念美術館

2016 年 EDO ART EXPO
公式ガイドブック

辻清人衆議院議員と山田晃子総合プロデューサーの
特別対談

東京ステーションホテル

丸井錦糸町店

山田書店ギャラリー

東京タワー

中央区郷土天文館「タイムドーム明石」

千疋屋総本店

後援 東京都 中央区 千代田区 港区 墨田区

主催

共催 （株）
榮太樓總本鋪、
（株）
千疋屋総本店、
（株）
タナチョー、
（株）
にんべん、
（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

東あられ本鋪、
（株）
アートプリントジャパン、アルカキット錦糸町、（株）
伊場仙、うぶけや、遠忠商店 本店、
（株）
奥野かるた店、神田神社、キャピタランド・モール・ジャパン
（株）、（株）
錦糸町ステーションビル、
協賛 相田みつを美術館、（株）

協力

コレド日本橋、
（株）
建設技術研究所、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、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、
（有）
老舗日本橋 貝新、
（株）
セントラルエステート、（株）たいめいけん、
（株）第一ホテル両国、築地本願寺、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、
東京都印刷工業組合日本橋支部、
（株）
東京楽天地、永塚パートナーズ法律事務所、
（株）
西銀座デパート、日本取引所グループ、日本橋菓房
（株）
/ 国分グループ本社
（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、野村不動産
（株）
、
（株）
ハッピージャパン、日枝神社、平和不動産
（株）、ホテルかずさや、松井建設
（株）、松井証券
（株）
、
（株）
丸井 錦糸町店、
（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 ほか

出光美術館、
（株）
歌舞伎座、歌舞伎座ギャラリー、歌舞伎座サービス（株）
、開智日本橋学園 / 日本橋女学館、川越市立美術館、神田明神資料館、江東区深川江戸資料館、芝大神宮 / 芝東照宮、 松竹（株）
、スタジオアリス歌舞伎座写真館、
（株）ストックボイス、
墨田区観光協会、増上寺、
（株）
高島屋、凧の博物館、たばこと塩の博物館、中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」
、千代田区観光協会、千代田区立日比谷図書文化館、ツドヱド、ＤＩＣ
（株）
、
（株）天賞堂、
（株）
東京国際フォーラム、
（公財）東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、東武ホテルレバント東京、ときわ総合サービス（株）
、
（公財）徳川記念財団、
（一社）日本江戸クラフト協会、日本電波塔（株）
、
（株）
榛原、バンセイ
（株）
、まるごとにっぽん、三井記念美術館、
三井不動産商業マネジメント
（株）
、
（株）三越伊勢丹、
（株）山本山 ほか

千代田区立日比谷図書文化館 大ホール

港区観光協会

NPO法人東京中央ネットは「EDO ART
EXPO」の会期中に、東日本大震災で被災
した「鹿島御児神社（宮城県石巻市）」
の本殿再建の支援を続けております。
本年も復興支援市の売上の
一部を、支援金として寄付いたします。

●オリンピックに向けて、その後の海外からの旅行者を誘うためにも EDO ART EXPO は一つのデザイン
資源になると思う。（４０代男性）

東京家政学院大学
の学生がパビリオン
（会場）を取材し、
その体験を発信し
ました。

●江戸から続く日本の伝統文化を再認識し、現代に生かす一助となる取り組みだと思います。（40 代女性）
●浮世絵がステキです。ラリーのために行ったことがないところへ行くのもおもしろいです。（60 代女性）
●浮世絵ラリーは毎年、楽しみです。今年は書道展もかなり多くの店舗で行われていて、力作に感心して
います。（60 代女性）

edo art expo 公式ブログ

江戸（東京）の地域ブランド・ご紹介

2006

●子どもが入選して、はじめて知りました！これからも続けていただけたらうれしいです。（40 代女性）

検索

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

「日本橋美人」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
して伝統の技術で開発したのが「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。
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

日本橋美人ブランド 新商品のご紹介
にんべん

梅しそ御ふりかけ
日本橋美人
ひじき御ふりかけ
大人気の「日本橋美人 鰹節御ふりかけ」
に「梅肉」と「芽ひじき」を使用したソフト
タイプのふりかけが新たな日本橋美人
商品として加わります。
2017年１月中旬
販売予定！ 各 421円

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！

オーベルジュ・ド・ニレーヌ(ホテルかずさや)

割烹日本橋とよだ

山本海苔店

日本橋美人「お茶漬セット」
良質な海苔をふんだんに使った海苔専門
店のワンランク上の人気のお茶漬です。
こだわりの具材で人気のうめ味、
さけ味、
わさび味を２袋ずつセットにしました。

454円

日本橋美人「彩御膳」

日本橋美人ランチ

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

3,780 円

ボンクール・榮太樓總本鋪

ロイヤルパークホテル ロイヤルデリカ

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。

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。

特徴的な曲線の伝統的なパン、
クグロフ
の中には、オレンジピール、
レモンピール、
ドレントチェリー、サルタナレーズンなど
のドライフルーツがたっぷり。

日本橋美人なごみあんぱん

294kcal
(100g当たり)

1,620円

本紙持参でご購入の方に限り、
シャーベットをサービス。
(3月15日まで）

『日本橋美人 やすめ』シリーズ は 、ひと息つきリフレッシュして
心と身体を癒した女性たちが、ますます美しく生活することを提案します。
2017年春より販売開始予定ですので、どうぞご期待ください。

ロイヤルパークホテル ロイヤルスコッツ

310kcal

210円

山本山 喫茶室

日本橋美人カクテル

日本橋美人アイス抹茶ミルク

梅酒を使用したオリジナルカクテル。
爽やかな飲み口が人気です。

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。

439kcal

972円
1,273円

千疋屋総本店

日本橋美人はちみつ

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

日本橋美人商品の新たなラインアップ
「やすめ」シリーズが春よりスタート。

わさび味
13.9kcal
うめ味
13.3kcal
さけ味
15.7kcal
（各1袋当たり）

梅しそ御ふりかけ
132kcal（60g当たり）
ひじき御ふりかけ
147kcal（60g当たり）

お江戸日本橋舟めぐり EDO ART EXPO 特別便

2016年・第9回 EDO ART EXPO来場者アンケート(一部抜粋）

ブログスタッフ

第6 回

八重洲倶楽部

日本橋美人フルーツクグロフ

232kcal

270円

にんべん

日本橋美人 鰹節御ふりかけ
(昆布・椎茸・ごま入り)

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。

231kcal(80g当たり)

345円

山本海苔店

500円

資生堂ビューティーサロン コレド日本橋店

日本橋美人 焼きたて海苔

〔手巻き・細巻き用〕
〔おむすび用〕
〔食膳用〕
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美味し
さが楽しめる、本店限定の逸品です。
55.4kcal(１袋) 各種

98kcal

648円

日本橋美人Qiベーシックフェーシャル
お一人おひとりに合わせた、肌の状態
を整えるリラクゼーション効 果の高い
トリートメント。
オプションでリンパの
流れを良くする
フォルミングボディー
をご一緒に。
60分

10,800円～

オプション：フォルミングボディー
30分

7,560円～

日本橋美人佃煮・ふりかけ】421～475円
◆小津和紙【日本橋美人あぶらとり紙】432円
●その他の日本橋美人商品のご紹介 ◆ロイヤルパークホテル 地下1F桂花苑【日本橋美人“美肌粥”御膳 】2,700円 (サ別) ◆遠忠商店 本店日本橋美人佃煮・ふりかけ】
◆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 】1,000～1,300円
※表示価格はすべて税込です。
◆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、
【日本橋美人いちじくジャム
【日本橋美人ＳＯＹシェイク・ストロベリー 】580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
◆日本橋髙島屋 ７Ｆ呉服サロン「香の調べ」
【日本橋美人香 】756円・1,620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

日本橋関連催事情報
日本橋髙島屋

2016.12 月
～ 2017.3月

MAP

12/23 まで
12/21 ～ 29

髙島屋のお歳暮 ばらのギフトセンター
トリンプセール
冬のレディスファッションバーゲン
12/25 ～ 29 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 61 回 現代書道二十人展＜有料＞
1 /2 ～ 9
新春リビング市
1 /2 ～ 4
新春振袖フェスティバル
1 /6 ～ 9
1 /11 ～ 23 興福寺中金堂再建・法相柱柱絵完成記念
興福寺の寺宝と畠中光享展＜有料＞
1 /11 ～ 18 紳士服イージーメード 2 着セール
1 /25 ～ 30 半年に一度のインテリアフェスティバル
2 /１ ～ 14 アムール・デュ・ショコラ～ショコラ大好き！～
2 /16 ～ 20 第 48 回 現代女流書 100 人展＜有料＞
第 41 回 戸塚刺しゅう展
2 /22 ～ 3 /6 生誕 90 年 加山又造展＜有料＞
※12/31 は全館 18：00 まで。1/1 は休業日。
※12 ～ 2 月の営業時間は日本橋タカシマヤのホームページでご確認ください。

三井記念美術館

MAP

～ 1 /28 まで
特別展 国立劇場開場 50 周年記念 日本の伝統芸能展
※会期中展示替えをいたします

～ 12/25 まで
12/20 ～ 25
1 /2 ～ 3
1 /2 ～ 31
2 /1 ～

12/25 まで
12/14 ～ 25
12/14 ～ 21
12/14 ～ 19
12/20 ～ 25
12/27 ～ 1/9
1 /11 ～ 16
1 /17 ～ 23
1 /25 ～ 30

【新館 7 階催物会場】

12/14 ～ 18

フォンテーヌコレクション ／ アデランスおためしフェア
クリスマスジュエリー＆アクセサリーバザール
12/20 ～ 25 杉野宣雄展 / 押し花美の追求
12/26 ～ 30 婦人グレースサイズ・ハニーサイズバザール
出産準備品バザール
1 /2 ～ 16 没後 20 年記念 藤沢周平展＜有料＞
1 /18 ～ 23 岡田美術館蔵～ジャポニスム 西洋と日本～
ガラス工芸の精華ガレとドームの世界展＜有料＞
1 /25 ～ 2/6 薬師寺慈恩殿 奉納障壁画展
細川護熙障壁画と奉納散華 60 選＜有料＞

MAP

1 /2 ～ 9

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
MAP

12/22・1/27・2/24
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。

演題：
「観光立国日本と心ビジネス」
講師：清原 當博氏（ホテルオークラ東京 取締役会長）

2 /24

演題：
「未定」
講師：堀口 茉純氏（作家・江戸研究家）

ロイヤルパークホテル
12/16

【レストラン】1 階コーヒーショップ「シンフォニー」
サンタクロースがご挨拶に伺います。
記念写真でお楽しみください。 ※カメラはご持参ください。
【宿 泊】12/1・22 の 2 日間限定プラン
サンタクロースがホテル特製テディベア“ サンタコパン”を
プレゼントしにお部屋へやってくる！

12/23～25 ロイヤルパークホテル クリスマスロビーコンサート
Special Week
～館内いっぱいに広がるゴスペルの心揺さぶる歌声をお楽しみに！～
【場 所】1 階ロビー・クリスマスツリー付近
【時 間】13：00 ～ / 17：00 ～ / 19：00 ～（鑑賞無料）

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。

山本海苔店
12 月上旬
1 /2 ～ 3

新海苔入荷！ 旬の味をお楽しみください。
新年「福袋」販売
各日 10：00 ～ 先着 120 個 税込 3,240 円
（1/2 ～ 3 の営業時間 10：00 ～ 17：00）

1 /4

10：00 ～ 16：00 頃
この日限りのお買得品をご用意。

2 /3

※14 時より ※先着限定 500 名様
MAP 37

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

旬の味、新海苔の販売
年末年始におすすめのお茶

冬季限定煎茶「徳寿」
、宇治煎茶「大福」販売

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。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。
【時 間】ランチ 11：30 ～ 15：00
ディナー 17：00 ～ 21：00
【会 場】3 階宴会場「ロイヤルホール」
【料 金】お子様（4 ～ 12 歳）4,320 円／大人 7,560 円（税込）
（税込表示価格にサービス料 10％を別途頂戴いたします。
）

お江戸日本橋舟めぐり

MAP

季節特別便「花見舟」 受付開始
1 月下旬～
開催日程などの詳細はホームページでご確認いただけます。
http://www.edo-tokyo.info
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】

12/26 ～ 28 納めの歳の市

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

七福神めぐり特別販売

コレド日本橋 / コレド室町 1・2・3/ 日本橋三井タワー

鏡開き…おしるこの振舞いを行います。

山本山 日本橋本店

MAP

もちつき
新年を祝い今年一年が幸せでありますようにとの願いを込めて
“もちつき”を行います。ぜひご家族でお越しください。
【場 所】1 階ロビー
【時 間】11：00 ～ / 14：00 ～（参加費無料）

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。
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。

大木トオル クリスマス・チャリティーディナーショー

12/21・22 ミートザ サンタ ～サンタクロースがやって来る！～

1/1 ～ 2

3 /1 ～ 3/15 ホワイトデーフェア

MAP

感動のアンコール vol.13
【料 金】 お一人様 \35,000
（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】 3 階宴会場「ロイヤルホール」
（全席指定）
【時 間】受付 17：30 ～ ディナー 18：30 ～ ショー 20：00 ～

2 /1 ～ 2/14 バレンタインデーフェア

※各日 10 時より ※400 箱限定

12 月上旬
12/1 ～ 1/15

1 /27

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！
MAP

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

演題：
「個人の健康管理と健康経営」
講師：石原 新菜氏（イシハラクリニック副院長）

初売り、新春セール
2017 年の幕開け！初売りとして福袋販売！
※1/2 より数量限定

MAP

12/20

MAP

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。

http://www.tokyochuo.net/

一般公開講演会

※12/31 は全館 18：00 まで。1/1 は休業日。

12/15 ～ 31 歳末セール

東京中央ネットＨＰ「中央区最新情報」も随時更新中！

日本橋倶楽部

1/10 ～ 2/28 受験生応援フェア

榮太樓總本鋪
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お歳暮ギフトセンター
第 57 回 2016 年報道写真展
エアウィーヴ＆フランスベッドフェア
アートな暮らし～ペルシャ絨毯の新たな魅力～
レディスファッションウィンターバザール
日本の職人 匠の技展
第 8 回 長崎展 ／ 婦人冬のクリアランスセール
家具インテリアバザール ～住まいのカスタマイズ～
ペルシャ絨毯バザール
大壱万均一

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

クリスマス大抽選会
クリスマスライブ & パフォーマンス
福袋
ヤエチカウィンターセール
売り尽くしセール

千疋屋総本店

12 月～ 3 月頃
12/26 ～ 1/7
12/26 ～ 3/31
1 /2 ～ 1/5
1 /2 ～ 1/9
1 /8 ～ 2/3
2 /1 ～ 2/14
2 /15 ～ 3/3
3 /1 ～ 3/14
3 /1 ～ 4/30

MAP

12/15 ～ 25 おせち料理予約承り、クリスマスフェア

※1/1 は休業日。

12/25 まで

日本橋三越本店
【本館７階催物会場】

にんべん 日本橋本店

2 /18 ～ 4 /2
三井家のおひなさま
特集展示 三井家の別荘・城山荘の想い出

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。

MAP

初売 福袋・セール開催
振る舞い酒、獅子舞などお正月らしいイベントも
ご用意しています。

各施設の詳細は下記のホームページをご参照ください。
http://31urban.jp/special/coredo/

12/31

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
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第 32 回
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初水天宮

日本橋七福神めぐり

招福と無病息災を願う日本橋七福神めぐり。コース（約 1 時間半）
日本橋三越本館 1 階（受付）
→小網神社→茶ノ木神社→水天宮→
松島神社→末廣神社→笠間稲荷神社→椙森神社→寶田恵比寿神社→
日本橋三越本館（ゴール）
※全神社を参拝し コース内確認印をもらってゴールすると粗品が
もらえます。 ●日本橋三越本店 03-3241-3311
毎月 5 日は水天宮の縁日ですが、正月始めの「初水天宮」は
特に賑わいます。
●水天宮 03-3666-7195

