逸話を綴る

すか︒
吉田 もともと
先祖は三河国岡
崎︵ 現 愛 知 県

︵現 静岡県浜松市伊場町︶に赴

こられて︑遠州国敷知郡伊場村

浜松城に入城したおりに連れて

していたようです︒徳川家康公が

東部︶で︑治水工事などの職人を

〜 トップインタビュー 〜
山田 今回の巻頭インタビュー
は﹁ＮＰＯ法人東京中央ネット﹂
の﹁創立 周年﹂を記念して︑当
団体の事業にご尽力いただいて
いる株式会社伊場仙の十四代目・
吉田誠男社長にお話を伺います︒
まずはご経歴についてお聞かせ
ください︒
吉田 私は１９４８︵昭和 ︶年
に現在の社屋がある日本橋小舟

き︑その後︑江戸入府の際には伴
われて上京し︑江戸湾の埋め立て
工事に携わっていました︒整備が
一段落した後も帰郷せず︑慶長年
間に当地の日本橋堀江町︵現 小
舟町︶で初代が和紙や竹製品など
の商いを始め︑江戸後期に十代目
が﹁伊場仙﹂に改名するまで出身
地の伊場村にちなみ﹁伊場屋﹂と
いう屋号を使っておりました︒江

も収蔵されています︒

館︑メトロポリタン美術館に

とって︑お気に入りの日本橋のス

じ ま す ね︒ と こ ろで吉田社長に

一 環 と し て﹁ 伊 場 仙 浮 世 絵

﹁中央区まちかど展示館﹂の

２０１２︵平成 ︶年には

だ空が広くて凧揚げをしたり︑日

吉田 子どもの頃の日本橋はま

ポットはございますでしょうか︒

ご協力をいただいています︒今年

ショーウィンドウに設置し︑

の１階の通路に沿った長い

吉田 ミュージアムは社屋

いますでしょうか︒

はどのような取り組みがござ

力を注がれていますが︑他に

開館し︑文化資源の発信にも

ミュージアム﹂が店舗の横に

い出の場所なので︑時折ひとりで

が︑幼心をかき立てた懐かしい思

では様変わりしてしまいました

メントパークがあり︑もちろん今

ニーランドのようなアミューズ

た︒三越の屋上遊園地にはディズ

富士山や両国の花火も見えまし

とができ︑家の物干し台に上ると

本橋川ではハゼを釣って遊ぶこ

日本橋には江戸の四代名物食

ています︒

江戸時代の浮世絵︑団扇絵と

回は︑２０１７年９月

出かけてはノスタルジーに浸っ
の第

その版木などから︑現代アー
トの作品までを月替わりでご
紹介しています︒

めました︒常に時代に合わせた新

ネットを利用した通信販売を始

店舗を構えて小売りやインター

では︑中央区︑千代田区︑港区︑

︵平成 ︶年９月 日〜 月 日︶
﹂

／ 第 ５ 回 児 童・ 生 徒
ART EXPO
による 江戸 書道展﹂︵２０１６

決定いたしました︒
﹁第９回

業を展開しております︒
﹁日本橋

ネーミングでも︑多岐にわたる事

域ブランド﹁日本橋美人﹂という

山田 私たちは江戸︵東京︶の地

と い わ れ た︑ す し︑ 天 ぷ ら︑ 蕎

しいものづくりを目指し︑新進の

墨田区の名店︑企業︑ホテルや

美人﹂とは︑どのような女性だと

日に開催することが

作家とオリジナルデザインの開

カ所以上

月

発を行ったり︑歌舞伎座との商品

文化・観光施設など

日〜

開発や浮世絵とキャラクター﹁ド

思われますか︒

吉田 着物が似合い団扇や扇子

ながら芯が強い方でしょうか︒こ

を訪れてくださいました︒今年は

の街の空気の中で美しく年を重

古来︑日本では平安時代に扇

に触れる機会をプロデュースし

ねている女性は︑心から素晴らし

などの和装小物を美しく添え︑文
は恋愛の小道具にもなっていま

ていきたいと思っております︒

いと思います︒そんな女性が﹁日

化的な薫りのする淑やかであり
した︒
﹁源氏物語﹂では女性が光

吉田 私は浮世絵の街として︑こ

記念すべき年ですので︑更に多く

源氏に扇を贈ったという話から︑

こ日本橋をもっともっと周知し

本橋美人﹂でしょう︒

の方々に江戸の伝統や文化︑芸術

我々の業界では恋﹁こ︵５︶
﹂
﹁い

ていきたいと考えています︒で

手に伝える風習があり︑
扇︵扇子︶

︵１︶
﹂の語呂合わせで５月１日を

また︑貴団体が主催している

是 非︑ 一 緒 に

恵を拝借して

ろん︑多方面の

も﹁浮世絵展示会場﹂として江戸

山田 有難うございます︒御社で

ます︒

美意識﹂と相通

である﹁江戸の

業のコンセプト

山田 まさに事

撮 影 ／ 山上 忠
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

やさしい春の花を写した薄紫の片身替り模様の本加賀友禅に︑四季の花々が織られた
華やかな袋帯をコーディネートしたエレガントな装いです︒可愛らしいピンクの小物
を差し色に添えて︑瑞々しい雰囲気を醸し出しています︒

着こなしポイント

すから﹁ EDO ART
をイベントとして復活したいと

﹂ の よ う な︑ 浮
﹁ EDO ART EXPO
世絵を鑑賞しながら街を巡るイ

取り組んで参

考えています︒

ベントは江戸の魅力を味わえる

りましょう︒

時代の浮世絵の展示を行い︑例年

皆さんのお知

大変に素晴らしい事業だと思い

﹁江戸のもてなし﹂の一環であり︑

﹂にご協
EXPO
力するのはもち

﹁扇の日﹂と呼んでいます︒これ

︵扇子︶に想い︵和歌︶を綴り相

万４０００人の方々が各会場

たいと思います︒

EDO 麦︑うなぎの美味しい店が多いの
で︑訪れられた方々にはお勧めし

ラえもん﹂とのコラボ商品なども

私の代で販路の見直しを図り︑

22

町で生まれ育ち︑早稲田大学理工
学部を卒業した後は︑ミノルタカ
メラ︵現 コニカミノルタ︶で光
学ガラスの溶融の研究に従事し
ていました︒次男の私が家業を継

24

が会場となり︑国内外を含め約

11

戸後期に和紙や竹の相場が不安
定になったこともあり︑その素材
を生かし﹁団扇﹂や﹁扇子﹂を手

42

制作しております︒

“

23

ぐきっかけになったのは︑兄が継
承を辞退したために先代だった
父の要請を受けたことと私自身

掛けたのが︑現在の事業のきっか
けです︒当時はこのあたり一帯に
は十数軒ほどの団扇問屋が軒を
連ね﹁団扇河岸﹂とも呼ばれてい
ましたが︑現存しているのは私ど
もだけです︒また︑浮世絵の人気
の高まりに乗じて︑団扇に付加価
値をつけるために施す木版技術
を利用し︑浮世絵の出版も手掛け
るようになりました︒

山田 日本橋には当代一流と呼
ばれた浮世絵師
も居を構え︑御
社では浮世絵界
で最も大きな派
閥︑ 初 代 豊 国︑
広重や国芳を
抱えた版元だっ
たと伺っており
ます︒現在︑伊
場仙版の浮世絵
は国内外でも高
く評価され︑国
内の美術館をは

10

②2.5 ぼかし

じめ大英博物館

10 10

①アウトライン後に 0.1 ラウンド

やボストン美術

10

60

が﹁代々にわたり守り継がれた暖
簾を自分の代で絶やすわけには
いかない﹂という思いからです︒
１９７６︵昭和 ︶年に入社し︑
１９８３︵昭和 ︶年には代表取
締役社長に就任いたし︑現在に
至っております︒
山田 御社は初代・伊場屋勘左
衛門の誕生年を創業年としてい
らっしゃいますが︑沿革と事業の

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。

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

15

概要についてご説明いただけま

毎日誠実に生きていけば、やがては天下を
震わすような偉業を達成する事ができる。

”

②0.5 ラウンドで白パスをさらに

1970 年 早稲田大学理工学部卒業
同年
ミノルタカメラ株式会社入社
1976 年 ㈱伊場仙 入社
1983 年〜 ㈱伊場仙 代表取締役社長

23

日本橋美人新聞は 創刊１０周年を迎えま

座右の銘 「貫日精誠震天下」

Summer

Spring

58 51

28

①0.2 ラウンドでパスをとる

株式会社 伊場仙 代表取締役社長

43

42

( よしだ のぶお )
( やまだあきこ )

吉田誠男

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

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。

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

日本橋美人商品は、誕生から１２年目を迎えました。

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）2017.3.15

平和不動産株式会社

荻野理惠さん

企画総務部

18

平和不動産株式会社

http://www.heiwa-net.co.jp

CAFE SALVADOR BUSINESS SALON（カフェ サルバドル ビジネス サロン）
2016（平成26）年３月31日に、オープン
したカフェです。お洒落な店内は、通常の

カフェに加え時間料金型のサロンスペー
スも用意されていて、お金にまつわるセミ

お気に入りの

千疋屋総本店 日本橋美人はちみつ

ナーや英会話コミュニティなど、さまざま
なイベントを開催しています。先日は、カ

フェで落語をしていました！
土・日曜日も営業しているので、ゆっくりと

日本橋室町2-1-2
営業時間 : 10:00～19:00
定休日：無休
URL:http://www.sembikiya.co.jp

兜LIVE！

訪れてみては如何ですか？

日本橋兜町・茅場町のコミュニティ
サイトとして立ち上がった「兜LIVE！」

わたしのおススメ情報

セミナー、イベントの情報に加え、
おすすのランチスポットや風景
など、兜町・茅場町の日常を
発信しています。

http://kabuto-live.com/

Trattoria l’acero（トラットリアラーチェロ）

フルーツの老舗が手掛けた
はちみつは 、三 重 県 桑名産
を中心とした国産のはちみつ
です。
トーストやヨーグルトにかけて
贅沢な味を楽しんでいます。

日本橋美人はちみつ 1,620 円

働く女子の強~い味方♪兜町のイタリアンレストランです。
店内は高級感が漂い、店長以外はほぼ外国人スタッフで、
本場イタリアを感じさせてくれる空間です。
スタッフの方は
皆さん日本語をお話しできますので安心してください！

永代通り沿いにある空室のビルを活用したアートイベント

です！ボストン美術館に眠る浮世絵がデジタルアートにな
ったスーパー浮世絵「江戸の秘密」展。同時にMomentFactoryが手掛けた食のデジタルアート「食神さまの不思
議なレストラン」展も開催！ 5月中旬まで（会期：2017(平成

投資と成長が生まれる街、日本橋兜町・茅場町のイベント
サイト
「兜LIVE！」では、
「投資」を学ぶためのきっかけと
なるセミナーや「成長」に繋がる人々と出会えるMeetUp
など、新しい「投資と成長」の機会を発信しています。
是非、日本橋美人の皆様のご参加をお待ちしています！

平和不動産オリジナルクオカード 1,000円分

【応募期間：3月20日～6月19日】

www.tokyochuo.net/news/present

週に一度の朝カフェを習慣に。
手帳の整理をしたりなど
自分を見つめ直す時間を
大切にしています。

ムたっぷりなので、男性、女性問わず、
また外国の方にも大人気！日替わりや週替
わりでパスタメニューも替わるから、毎日通っても飽きずに楽しめます。

企業プレゼント

寝る前の30分が
私のリラックスタイム。
台湾旅行で買った
お気に入りのルームランプで
一日の疲れを癒しています。

プロパティマネジメント部 外山 洋平（左）
不動産営業部 近藤 大知（中）
不動産ソリューション部 山田 俊洋（右）

Information
Trattoria l’acero

CAFE SALVADOR BUSINESS SALON

294kcal（100ｇ当たり）

になるために
努力していること

レストランの大きな窓からは、風格のある石貼りの東京証券取引所の外観と噴水
が一望できます。ステキなロケーションなのに、
ランチはコスパも良くてボリュー

27）年1月28日～5月21日）の催しです。

５

日本橋で働く女性のおすすめ情報

年目

平和不動産株式会社は、日本橋兜町の東京証券取引所

）年に設立し、今年で創立

70

ビルを始め、全 国にある証 券 取 引 所 ビルのオーナー企 業

として１９４７（昭和

を迎えます。現在はビル賃貸事業をコアに、その中長期的

な成長のために弊社が所在する「日本橋兜町・茅場町再活

性化プロジェクト」を推進しています。

私が所属する企画総務部では株主総会や決算発表、人

事計画や採用活動等の総務業務に加え、会社の経営戦略

の企 画・立 案、Ｉ Ｒ 業 務などを行っています。私は今 年も

新卒採用の主担当という立場で、会社説明会や面接を行

う予定です。次代の平和不動産を担う、夢を持った学生た

「コト始めの街」「投資の街」「証券の街」としての地歴を

ちと出会えることを楽しみにしています。

有 し てき た日 本 橋 兜 町・茅 場 町 。街 づくりのコンセ プト

うな街の個 性を継 承し、更なる発 展を目 指していくとい

「人が集い、投資と成長が生まれる街づくり」には、このよ

う想いが込められています。

現在、茅場町一丁目平和ビルでは見て食べる体験型デジ

日本橋 兜町・茅場町アートプロジェクト

日迄）です。日

造物です。またエントランスには竣工時に設置した、昔なが
らのポストが残っていて現在も使用中です。

21

タルアート「食神さまの不思議なレストラン」展とスーパ

なります。建築家・横河民雄の代表的な建築作品といわれ
る「日本のウォールストリート」の名残を留めた歴史的な建

ー浮世絵「江戸の秘密」展が開催中（５月

日本 資 本 主 義 の 父と呼 ば れる渋 沢 栄 一 の 私 邸 跡 地 に、
1928（昭和3）年に建設された日証館が弊社の本社ビルに

本橋兜町・茅場町に足を運び、街を歩いて歴史や文化に興

味をもってもらえたら嬉しく思います。

日証館

22

中央区日本橋兜町１－４ M-SQUARE 営業時間 : 月～金 11:00～15:00(L.O・14:30)／17:00～22:30(L.O・22:00) 土 16：00～21：30（L.O・21：00） 定休日：日祝

日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館1階 営業時間 : 月～金 7:00～22:00 土日祝 9:00～20:00 http://cafe-salvador.com/

日本橋 兜町・茅場町アートプロジェクト 「食神さまの不思議なレストラン」展 https://tabegamisama.com

スーパー浮世絵「江戸の秘密」展

https://superukiyoe.com

江戸
（東京）の地域ブランド

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

「日本橋美人“Japan Beauty from Edo-Tokyo”
」とは、江戸時代から続く伝統を身近に感じることにより培われた
教養や品格、粋などの価値観を大切にする“心も身体も美しい”女性を総称する江戸 ( 東京 ) の地域ブランドです。
「日本橋美人商品」は“心も身体も美しい”女性をめざす方々のために名店、企業などと協力して 2005（平成 17）年に
誕生しました。

のご紹介
※表示価格は全て税込です。

割烹日本橋とよだ

MAP 53

矢の根寿司

ロイヤルパークホテル店 MAP

1

ロイヤルパークホテル B1F 桂花苑

日本橋美人「彩御膳」

海鮮ばらちらし「日本橋美人セット」 日本橋美人“美肌粥”御膳

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。

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。

※月～土のランチタイム限定 771kcal

3,780 円

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。

千疋屋総本店

MAP

1

837kcal

3,564

円 (サ込）

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！

千疋屋総本店

MAP

1

MAP

オーベルジュ・ド・ニレーヌ(ホテルかずさや)

1

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。
※ランチタイム限定 380kcal

2,700

MAP

1

日本橋美人いちじくジャム

日本橋美人 百市の柿酢

季節の果物とヘルシーな豆乳(SOY)を使
ったシェイク！ フレッシュバナナを使用し、
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。

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。

百市の柿(西条柿)を使い、昔ながらの瓶仕
込み手づくり製法で、低温でじっくり熟成さ
せました。
まろやかな醸造酢の
清涼飲料です。

210kcal

580 円

123kcal
（100ｇ当たり）

日本橋美人カクテル

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。

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。

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。

本紙持参でお食事の方に限り、シャーベットを
サービス。６月１５日迄。
※ランチタイム限定 439kcal

972 円

1,512 円(サ別）

ホテルのメインバーで
ロマンチックな気分を楽しんで。

にんべん

MAP

2

2

ミネラルが豊富な海藻・ひじきの、特に柔ら
かい葉の部分「芽ひじき」を使用していま
す。ウェットな食感が癖になるソフトタイプ
のふりかけです。

「梅肉」を使用したソフトタイプのふりかけ
です。梅の爽やかな酸味は、食欲アップを
促してくれます。
おにぎりやお弁当の
お友に最適です。

57.9kcal（1袋当） 各種

648 円

ボンクール/榮太樓總本鋪

MAP 13

15

お酢は抗酸化や生活習慣病の
予防にもお奨めです。

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。

ボンクール/榮太樓總本鋪

MAP 13

15

ロイヤルパークホテル1F ロイヤルデリカ

日本橋美人 鰹節御ふりかけ

日本橋美人あんぱん

日本橋美人なごみあんぱん1

日本橋美人フルーツクグロフ MAP

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るしっとりタイプ
のふりかけです。
手軽にヘルシーなごはん食が
いただけます。

女性を意識したヘルシーで厳選された素
材を贅沢に使ったあんぱん。
ビタミンB1や食物繊維などが豊富な餡は、
榮太樓特製のこし餡です。

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。

化学調味料・保存料・
着色料は使用してい
ません。

化学調味料・保存料は
使用していません。

132kcal（60ｇ当たり）

215kcal

210 円(サ別）

310kcal

210 円(サ別）

232kcal

1

270 円

464 円

健康食品として親しまれてきたひじきは、カルシウムや
食物繊維も豊富で女性の美しさをサポートしてくれます。

日本橋髙島屋

MAP

9

７Ｆ 呉服サロン「香の調べ」

しそに含まれるカロテンには抗酸化作用がありますので
アンチエイジング効果が期待できます。

資生堂ビューティサロン

MAP

8

コレド日本橋店

日本橋美人香

日本橋美人Qiベーシックフェーシャル

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。

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つまりを流す
フォルミングボディーをご一緒に。

756～1,620 円

日本橋美人
Qiベーシックフェーシャル
60分

10,800 円

【オプション】日本橋美人
フォルミングボディー

231kcal（80ｇ当たり）

345 円

30分

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。

2

1,944 円

食物繊維、ペクチン、カリウムを含んだ身体に優しい
甘さのジャムです。

化学調味料・保存料・着色料は
使用していません。

MAP

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。

〔手巻き・細巻き用〕
〔おむすび用〕
〔食膳用〕

464 円

MAP

にんべん

日本橋美人 梅しそ御ふりかけ

147kcal（60ｇ当たり）

豆乳は鉄分が豊富。ビタミン、ミネラル、食物繊維が
豊富なバナナのコンビネーションで身体の中から美しく。

1

日本橋美人 ひじき御ふりかけ

本紙持参でご購入の方に限り、
50円OFFの530円にて販売。
６月１５日迄。

にんべん

500 円

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。

MAP 29

山本海苔店

98kcal

MAP

日本橋美人 焼きたて海苔

22kcal
（100ｇ当たり）

1,080 円

ロイヤルパークホテル B1F ロイヤルスコッツ

日本橋美人アイス抹茶ミルク

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。

日本橋美人ＳОＹシェイクバナナブレンド

MAP 37

山本山 喫茶室

MAP 94

円 (サ別）

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。

千疋屋総本店

日本橋美人ランチ

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。

小豆には食物繊維やポリフェノールが含まれているので
女性の美しさには欠かせませんね。

マリー・アントワネット王妃の好物だったクグロフで
優雅なひとときを過ごして。

7,560 円

リンパの流れを良くして
むくみを改善することは、
美しさへの第一歩。

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。

●その他の日本橋美人商品のご紹介
※表示価格は全て税込です。

◆遠忠商店 本店日本橋美人佃煮・ふりかけ】421～475円

「

◆小津和紙【日本橋美人あぶらとり紙】432円
◆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

2017 年、春に「日本橋美人商品」に「やすめ」シリーズがラインアップします。

◆千疋屋総本店【日本橋美人梅酒(Plum Wine）】1,296円

老舗の街・日本橋で生まれた上質なこだわりをリーズナブルにお届けいたします。

【日本橋美人はちみつ 】1,620円

誕生

◆人形町亀井堂【日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱 】480円

♥ ひと息ついて、やさしく癒されてください ♥ ♥ ♥

年目

◆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"】

まも なくデ ビュー

大サイズ 9,936円 、小サイズ 6,048円

息やすめ

心やすめ

・・・仕事の間に

・・・安心させること

一休みすること

榮太樓總本鋪

飴やすめ

良質な海苔を贅沢に使った
3 種類の味が楽しめる
ワンランク上のお茶漬セット。

こだわりの国産フルーツを使い
伝統製法で仕上げた
果汁飴の詰め合わせ。

千疋屋総本店

果実やすめ
果汁たっぷりのジェリーと
ふんだんな果肉で焼き上げた
フィナンシェのアソート。

羽やすめ
・・・飛ぶのをやめて

羽をやすめること

「日本橋美人“Japan Beauty from Edo-Tokyo”
」とは、江戸時代から続く
伝統を身近に感じることにより培われた教養や品格、粋などの価値観を大切
にする
“心も身体も美しい”
女性を総称する江戸 (東京) の地域ブランドです。
「日本橋美人商品」は“心も身体も美しい”女性をめざす方々のために名店、
企業などと協力して 2005（平成 17）年に誕生しました。

・・・心 身 を 楽 に す る こ と

山本海苔店

海苔やすめ

手やすめ
・・・手をやすめること

「日本橋美人 やすめ」商品についてのお問い合わせ先
●「日本橋美人」商品、
商品の詳細については、各企業にお問い合わせください。
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

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！

金融のまちに新たなビジネスサロン＆カフェがオープン！
コーヒーを片手にアイディアを練ったり、落ち着いた雰囲気
のサロンスペースは打合せにも最適で、WEB からの席予約
も可能です。

日本橋関連催事情報
日本橋髙島屋

MAP

3/15 ～ 20
3/22 ～ 27

手仕事展＜工芸品 展示・即売＞
心地よい朝からはじまる おいしい暮らし
春の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
3/29 ～ 4/3 第 69 回 東西名匠老舗の会
春の味百選
4/5 ～ 10
第 16 回 九州展
4/12 ～ 17
熊本復興祈念展
4/12 ～ 24
＜有料＞
「熊本城と加藤清正・細川家ゆかりの品々」
第 46 回 いわて展
4/19 ～ 24
4/26 ～ 5/8 30 周年記念 かいけつゾロリ大冒険展＜有料＞
半年に一度のメンズバーゲンフェスティバル
紳士服イージーメード 2 着セール
創立 50 周年記念 日本いけばな芸術展＜有料＞
5/10 ～ 17
第 15 回 やまがた展
5/19 ～ 24
6/2 ～ 7/17 お中元 ばらのギフトセンター

日本橋三越本店

三井記念美術館

MAP

3/15 ～ 20

第 18 回 世界の万年筆祭 / 第 25 回 マイセン展
第 17 回 鹿児島展
紳士イージーオーダー・オーダーシャツバザール
3/22 ～ 27
ビジネスウエアブランドセール
江戸東京“味・技”めぐり
3/29 ～ 4/3 京都 おくりもの帖
3/29 ～ 4/10 第 72 回 春の院展＜有料＞
香が語る文化史 松榮堂のてしごと展
4/5 ～ 10
三越イタリア展
4/12 ～ 20
4/21 ～ 5/1 三越紳士ファッション大市

3/15 ～ 4/4

MAP

一般公開講演会

春のクラフトフェア
3/22 ～ 27
3/29 ～ 4/10 第 72 回 春の院展＜有料＞
三越イタリア展
4/12 ～ 17
( レディス＆メンズイタリアファッションバザール）
第 57 回 東日本伝統工芸展
4/19 ～ 24

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

3/31 演題：
「カガクっておもしろい！：
レアアースの光と未来材料」
講師：長谷川 美貴 氏（青山学院大学 理工学部教授）
「最高のおもてなし」
4/25 演題：
講師：敷田 正法 氏（日本橋髙島屋コンシェルジュ）
5/30 演題：
「幻の料亭・日本橋百川（仮）」
講師：小泉 武夫 氏（東京農業大学名誉教授・農学博士）

ロイヤルパークホテル

ホテル各部門のトップシェフ直伝の技が学べる、職業体験イベント
「こども体験 + ホテルブッフェ」
。
パティシエ体験、フレンチシェフ体験、日本料理人体験、パン職人
体験など各種コースがございます。

MAP

【料 金】大人 6,000 円 お子様 9,000 円
※体験料金、ブッフェ料金、税サ込

３つのコレド室町全体で、
「桜」にちなんだ商品や
メニュー、イベントが目白押し。にんべん日本橋本店
では桜柄ふろしきでのラッピングサービスを実施！

4/14 ～ 23

4/29 ～ 5/7 ＧＷセール

■ファッション：
レディスファッション春のおすすめコーディネート特集

6/5 ～ 18

http://www.rph.co.jp/event/index.html

お江戸日本橋舟めぐり

MAP

毎月 10 日前後（不定期）
全 6 コース

日本橋川、神田川、深川、小名木川、634
（ムサシ）
、江戸湊

料金：2,500 ～ 3,500 円

母の日フェア

（歴史ガイドと、特製古地図のルートマップのお土産付き）

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、にんべんの「日本橋ブランドつゆシリーズ」
は、毎日献立作りのお助けアイテム！

『お江戸日本橋舟めぐり 花見舟』
3/27 ～ 4/9 季節特別便「
全 3 コース

父の日フェア

お問い合わせ : 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】

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。

平日 3 時～ 6 時お得な早飲み「ハッピーアワー」特集

イベントの詳細はホームページをご参照ください。

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。

5/1 ～ 14

MAP

5/4・5 ゴールデンウィーク
こども体験イベント＆ホテルブッフェ

ゴルフ＆スポーツ大祭典

にんべん 日本橋本店

ヤエチカスプリングフェスタ

■グルメ：

MAP

【新館 7 階催物会場】

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。

ショップのお得なクーポンが当たる巨大ガチャポン
「ヤエポン」登場 ※3/15 ～ 3/28 正午 /5 時

http://www.tokyochuo.net/

日本橋倶楽部

3/16 ～ 4/9 日本橋桜フェスティバル

4 /15 ～ 6 /11
特別展 創建 1250 年記念 奈良 西大寺展 叡尊と一門の名宝

八重洲地下街

MAP

【本館７階催物会場】

4/25 ～ 5/1

～ 4 /2 まで
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

東京中央ネットＨＰ「中央区最新情報」も随時更新中！

●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。

2017.3月～ 6 月

桜の美しく咲く深川界隈を中心に巡ります。

開催日程などの詳細はホームページをご参照ください。

http://www.edo-tokyo.info

※毎月 24 ～月末までは月末セール。

千疋屋総本店
～ 3/31 まで
～ 4/30 まで
4/15 ～ 5/14
4 月中旬～
4/20 ～ 5/7
5/1 ～ 8/31
5/20 ～ 6/18
6/1 ～ 7/15
6/1 ～

MAP

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
ヘルシーファザーズフェア
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）

山本海苔店
3/15 ～ 28

5 月上旬

MAP

春の謝恩特別販売
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。

3/16 ～ 4/9

初夏の特別販売会

●ホームページ http://www.nihonbashi-tokyo.jp/special/sakura2017/

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。

6/2

6 月上旬～

4/7 ～ 9

MAP

3/24・4/28・5/26
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。

●日本橋六之部連合青年部「日八会」ホームページ http://www.28kai.jp

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

4/9

福引抽選会

●名橋「日本橋」保存会 ホームページ

※各日 10 時より ※400 箱限定

4/28

創業祭…あんころ餅の振る舞いを行います。
※14 時より ※先着限定 500 名様

春の名橋「日本橋」まつり

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。

5/5

http://www.nihonbashi-meikyou.jp

水天宮例大祭

水天宮に縁のある
「５」
という数字が重なる日で、盛大に祝い祈る。

コレド日本橋 / コレド室町 1・2・3/ 日本橋三井タワー
3/16 ～ 4/9

日八会さくら祭り

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。

もみ海苔「梅が香」特別販売

ご来店で、お品代 3,240 円お買上げにつき１回。

榮太樓總本鋪

日本橋桜フェスティバル

デジタル技術による花見体験や、食べ歩きイベントなどを開催。

●水天宮 ホームページ

5/11 ～ 17

MAP

http://www.suitengu.or.jp

神田祭

13 日の神幸祭は神田、日本橋、大手・丸の内、秋葉原を巡行。

日本橋桜メニューウォーク

●神田神社 ホームページ

｢日本橋 桜フェスティバル」の時期限定の桜メニュー
が登場します。

5/28

http://www.kandamyoujin.or.jp

小網神社例大祭

江戸里神楽囃子の奉納演奏や先着で干支絵馬の配布が行われる。

各施設の詳細はホームページをご参照ください。

●小網神社 ホームページ http://www.koamijinja.or.jp

http://31urban.jp/special/coredo/

みなさまの暖かいご支援のおかげで、
２０１７年に１０回目を迎えます。

会 期

9/22(金)～ 10/10 (火)

過去の
映像を公開中

「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
展示を行います。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）となり開催する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いたします。会期中はイベントや講演、さまざまなラリーなどもお楽しみい
ただけます。

同時 第 6 回
開催

「第６回 江戸書道展」は、
「第１０回 EDO ART EXPO」と同時期に開催し、公式ホームページでも
」と同時期に開催し、公式ホームページでも
「ネット展示」を行います。入賞者には、スポンサー企業からの企業賞（賞品）を授与いたします。

5/20 応募締切
題材

「江戸から連想する言葉」
または
「世界の国々を漢字で書く」

在住の児童・生徒
応募資格 東京都に在学、
参加費

無料

東京シティエアターミナル

応募するには応募票が必要です。
応募用紙は、
「東京中央ネット」
と
「EDO ART EXPO」の
ホームページからダウンロードできます。

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

書道展の開催にあたり、スポンサー
企業の名称を冠する企業賞（賞品）の
ご協力を、お願いしております。
「EDO ART EXPO」「江戸書道展」の共催・
協賛や企業賞などの詳細は事務局まで
お問合せください。

