①0.2 ラウンドでパスをとる

②0.5 ラウンドで白パスをさらに

舟町に店を移

目・ 軍 治 が 小

に祖父の三代
に至っています。

表取締役社長に就任し、現在

１９９３（平成５）年には代

りの日本橋のスポットはどこで

で小川社長にとって、お気に入

山田 有難うございます。ところ

山田 今回の巻頭インタビュー
らが作って、
自らが売る」という、

まれました。
時代が変遷しても
「自

とのご縁が生

転させ日本橋

大学があり、文化や芸術に触

洋美術館、寛永寺や東京藝術

中の近くには国立博物館・西

私が生まれ育った台東区谷

ジーを感じます。日本橋川などの

望むと何ともいえないノスタル

ら、隅田川の広々とした景観を

東日本橋側の両国橋のたもとか

小川 夜のとばりが落ちる頃に

話を伺います。

竺仙の五代目・小川文男社長にお
ひとがら」と標榜されました。大

山田 三代目は「竺仙の染めは粋

れております。

ん子供の頃から浴衣の反物や

も馴染んでいました。もちろ

一期生だったお蔭で、音曲に

ないのが残念です。名橋
「日本橋」

によって、今ひとつ風情を味わえ

運河も好きですが、首都高速道路

に通い、戯作者や歌舞伎役者、画

の同人会
「馬十連
（ばじゅうれん）
」

始めました。初代・仙之介は俳句

て賑わう浅草で、友禅染めの店を

）年に当代きっての歓楽街とし

小 川 弊 社 は、 １ ８ ４ ２（ 天 保

お聞かせください。

る 』という意でしょうか。

竺仙の染めは「粋ひとがら」であ

「粋」でなくてはならない。故に

で、それらを一つで括るとすれば

朝顔、紫陽花…と数多くあるなか

まして（笑）
。
『浴衣の柄は牡丹、

てくれたなぁと私も思っており

小川 随分と洒落た言葉を伝え

ていらっしゃいますね。

エール・カルダン氏 が 来 日 し た

を求めて御社を訪れました。ピ

ザイナーたちは、アイデアソース

出 し た 日 本 人 の ファッションデ

山田 １ ９ ７ ０ 年 代 に 世 界 に 進

た感がございます。

持つべきものが自然と身に付い

できたことは、後継ぎとして

関わる造詣が深い環境で成長

ましたので…（笑）
。
「美」に

や文化、
芸術に関わる展示を行い、

「江戸の美意識」をテーマに伝統

以上がパビリオン（会場）となり

ホテルや文化・観光施設の カ所

」では中央区、千代田
ART EXPO
区、港区、墨田区の名店、企業、

をすることなく、ご自身の中でき

ますか。

とは、どのような女性だと思われ

展開しております。
「日本橋美人」

開催が決まっております。
「
ブランド
「日本橋美人」
というネー
EDO
ミングでも、多岐にわたる事業を

成

ちんとトレンドを消化し身に付

になって欲しいと思わずにはい

た想いが彷彿する感慨深い場所

山田 私たちは江戸（東京）の地域

気を博した
「江戸土産
（東京土産）
」

から明治期にかけては、各地で人

と相俟って評判となり、江戸末期

な藍染の浴衣は江戸っ子の好み

浴衣に柄を施しました。この斬新

小紋染めの技術を活用し、初めて

衣は無地や絞りが主流でしたが、

が生業となったのです。当時の浴

ないのでは…と

のは自分しかい

た道を守り価値観を引き継げる

傍らで見ていたので、歩んでき

小川 祖父や父が繋いだ歴史を

うにして養われたのですか。

当主の心構えや審美眼をどのよ

五代目をご就任されるにあたり、

の厳しい戒めと伺っております。

ています。
「自らを鑑とする」と

練されていながらも、オールマイ

さず江戸のデザインが美しく洗

てまいりました。それは取りも直

まれ変わり世に出る機会が増え

の要望で、新しい分野の商品に生

の表現が国内外の一流ブランド

小川 私どもが培ってきた図柄

ていらっしゃいます。

のコラボレーションを展開され

すね。また、昨今では異業種と

誕生に影響を与

ジャポニスムの

小川 浮世絵が海外に流出して

どのご協力をいただいています。

たしました。御社からも竺仙賞な

よる２９５点の企業賞を展覧い

中から

は１５００点以上の応募作品の

字で書く」を題材に公募し、昨年

想する言葉」と「世界の国々を漢

すね。
（笑）

小川 できればそう願いたいで

合う女性ですね。

山田 そして、もちろん浴衣の似

本橋に相応しいでしょう。

きる」方が日本橋美人であり、日

な面においても「自分のものにで

る舞いや言葉使いなど、さまざま

小川 「時代」の先取りや後追い

になったようです。

いう心情を抱い

ティーで使い勝手が良い証でも

10

えたように、江

22

あります。

）年９月

“

られません。

家などの文化人と親交を深めて
山田 御社の反物には、当主の目

折にも訪問し多くの柄を持ち帰

回目を迎えます。同時に催す

日の

おりました。彼らに意匠を凝らし

に適った商品にのみ「竺仙鑑製」

り、翌年に発表されたネクタイ

いていらっしゃる女性でしょう

29

て お り ま し た。

月

た着物や衣裳を作ったところ脚

の文字が口型に染め抜かれ、それ

か。知識や趣味、或いは立ち居振

10

60
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ですから、父で

株式会社 竺仙 代表取締役社長

日～

光を浴び、
「誂えどころ」の商い

を記したラベルも縫い付けられ

柄は江戸小紋尽しだったようで

江戸 書道展」は「江戸から連

「東 京 都 の 児 童 ・ 生 徒 に よ る

御 社 の 沿 革 と 事 業 に つ い て、

の上に佇んだ時には、時代を超え

②2.5 ぼかし

型紙に囲まれて生活しており

①アウトライン後に 0.1 ラウンド

変に美しく心に響く名言を残し

１７５年を迎えられた株式会社

15

しょうか。

はＮＰＯ法人東京中央ネットの
れる機会が多い環境でした。

江戸 書道展」は、
２０１７（平
”

母が藝大の音楽学部邦楽科の

42

商いの姿勢は現在まで受け継が

日本橋美人新聞は 創刊１０周年を迎えま

「創立 周年」を記念して、創業

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。

逸話を綴る

Summer Autumn

〜 トップインタビュー 〜
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そして、１９４８（昭和 ）年

1970 年 中央大学卒業
同年
㈱髙島屋大阪支社入社
1973 年 ㈱竺仙 入社
1993 年～ ㈱竺仙 代表取締役社長

座右の銘 「一期一会」

「人の為に生きたい」と思い、出会いを
常に大切にしています。

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

を継承するのに

進むなかで、江戸のコンテンツが

訪日外国人が急増し国際化が

りやすいし世界

戸の文化は分か

撮
衣

影 ／ 小澤一朗
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

初夏を感じさせる単衣の淡いグレー地の訪問着は、吉祥文様が描かれ
クラシックな雰囲気が漂います。 ライトブルーの西陣織の夏帯に薄紫
の三分紐に桔梗の帯留を合わせた、上品で涼しげなコーディネートの
装いです。

着こなしポイント

社のスポンサー企業に

迷いはなく、中
た後に大阪の

央大学を卒業し

注目を浴びる場が、なお一層増え
に通用すると考
るでしょう。多くの方々が本物の
えています。私
文化や芸術に触れられるよう、貴
自身も江戸文化
団 体 が 主 催 し て い る「
の魅力の発信に
EDO
ART
力を注いでいま
百貨店で ３ 年
に 亘 り 修 業 し、
）年に弊社に

１９７３（昭和
入りました。

山 田 本 年 の「
協力し合ってま
EDO
ART
EXPO
／東 京 都 の 児 童 ・ 生 徒 に よ る
いりましょう。

すので、ともに

ある四代目の後

“

52

10

”
」にも、更にご尽力いただ
EXPO
きたいですね。

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

48

23

小川文男

( おがわふみお )
( やまだあきこ )

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）2017.6.15

DIC株式会社 マーケティング本部

青木可愛さん

19

DIC株式会社

http://www.dic-global.com/

日本橋で働く女性のおすすめ情報

ＤＩＣ
（ ディーアイシー・旧 大日 本インキ化 学工 業）

株式会社の青木可愛と申します。

弊社は、１９０８
（明治 ）年に印刷インキの製造と販

売から事業をスタートさせ、
その基礎素材である有機顔

料と合成樹脂の技術を基盤に、
さまざまな素材や製品を

生み出しながらグローバルに事 業を拡 大している化 学

メーカーです。２０１８年には創 業 １１０周 年を迎え、

私の所属するマーケティング本部は、中長期的な開発

本社を日本橋に構えてからは約 年になります。

ならびに新規技術や新たな製品などに関するマーケティ

ングなどを行っています。私は幼少期をアメリカで過ご

したこともあり、
日本の「ものづくり」技術を世界へ発信

できる仕事に憧れていましたので、入社して長年の夢が

叶った思いです。大学入学により両親と離れ、単身で帰

国した私にとって、ビジネスの地としても歴史がある日

本橋で勤務できることは誇りです。また、昨年の夏には

同期の仲間と一緒に山王祭に参加させていただき、
日本

橋で生まれ育った皆さまの活気と優しさに触れて、
この

地域がますます好きになりました。

今後とも弊社のブランドスローガン「 Color & Comfort
」
とともに日本橋をはじめとした世界中の皆さまの生活

に、化学で彩りと快適をご提供していきたいと思います

ので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

2015（平成 27）年に DIC グループの
グローバル本社として、
日本橋に新社屋
が完成

65

41

食工房 あらじん
入社後に部署で行う懇親会の幹事を
初めて任された時に、会場をお願いした
思い出の洋食屋さん。
オムライスのデミグラスソースは癖になる味！！

同僚と山王祭の神輿を担ぐ

お気に入りの

にんべん 日本橋美人 ひじき御ふりかけ
日本橋室町2-2-1 COREDO室町1・1Ｆ
営業時間 : 10:00～20:00
定休日：COREDO室町に準ずる
www.ninben.co.jp

わたしのおススメ情報
珈琲家

松月庵

巨大ホットケーキで有名な喫茶店。
ビジネス街で食べられるとは思えない
ビッグなサイズでとっても美味！

創業 60 年の美味しいおそば屋さん。日頃はもちろん、
毎年仕事納め日に部署の方々と年越しそばを食べに
お邪魔しています！

DIC川村記念美術館ペアチケット

Ian : When I think about a true
"Nihonbashi-Bijin" I always imagine someone who is not only
beautiful, but also intelligent,
kind, outgoing, and creative.
Kawai Aoki is a truly beautiful
person both inside and out, and
makes working together a more fun and fulﬁlling experience.

５

名

【応募期間：6月20日～9月19日】

www.tokyochuo.net/news/present

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！

日本橋美人
ひじき御ふりかけ

464 円

147kcal（60ｇ当たり）

になるために
努力していること

企業プレゼント

★２枚１組でプレゼントいたします。

今までのふりかけでは
味わえないしっとりと
した口当たり。ライス
はもちろんサラダやお
豆腐のトッピングにも
おススメです。

Kyle : 現在ＤＩＣはダイバーシティ推進に力を入れていますが、その取り組みの一部が将来の女性
リーダーの育成です。青木さんの持つリーダーシップが発揮され、将来は弊社の更なる成長に寄与
されることを期待しています。
まさに
「日本橋美人」
にふさわしい女性だと思います。
法務部 Ian Jones（イアン・ジョーンズ）：左／ Kyle Jackson（カイル・ジャクソン）：右

Information

食工房 あらじん 東京都中央区日本橋室町1-7-2 八木長ビル B1
松月庵

珈琲家

東京都中央区日本橋1-14-5

TEL03-3279-8252 無休 営業時間 11:00～14:30／17:30～21:30

TEL 03-3281-1588 定休日：土曜・日曜・祝日 営業時間 11:00～22:00

東京都中央区日本橋茅場町1-6-2 桂昇ビル B1 TEL 03-3669-4560

定休日：土曜・日曜・祝日 営業時間 7:00～19:00

私が社会人になってから住み始めた江戸川区は、
都内でインド人が一番多く滞在していることで有名
です。
もっと深くインド文化に触れたいと思い、ベリー
ダンスを習っています。汗を流してリフレッシュ！
心も身体も美しくなれるよう日々、頑張っています。

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

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

日本橋美人
ＳОＹシェイクマンゴーブレンド
季節の果物とヘルシーな豆乳(SOY)を使
ったシェイク！ フレッシュマンゴーの濃厚
な香りとやさしい甘み
がくせになりそう。
203kcal

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

のご紹介

年目

誕生

580 円

837kcal

千疋屋総本店

MAP

1

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
海老、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。

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！

MAP

※ランチタイム限定 380kcal

協力して 2005（平成 17）
年に誕生しました。

日本橋美人ランチ

千疋屋総本店

山本山 喫茶室

日本橋美人アイス抹茶ミルク

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。9月１５日迄。
※ランチタイム限定 439kcal

972 円

98kcal

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。

MAP

1

日本橋美人いちじくジャム

日本橋美人 梅酒ジェリー

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。

梅酒本来の味を損なうことなく風味豊かで
香り高い、なめらかなジェリーに仕上げまし
た。梅酒をたっぷりと含んだ梅の実も一緒
にお召し上がりください。

ロイヤルパークホテル B1F ロイヤルスコッツ

MAP 94

2,700 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。

※表示価格は全て税込です。
MAP 37

1

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。

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

500 円

MAP

にんべん

MAP

2

にんべん

MAP

2

日本橋美人 焼きたて海苔

日本橋美人 ひじき御ふりかけ

日本橋美人 梅しそ御ふりかけ

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。

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。

〔手巻き・細巻き用〕
〔おむすび用〕
〔食膳用〕

57.9kcal（1袋当） 各種

123kcal
（100ｇ当たり）

648 円

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。

1,080 円

本紙持参でご購入の方に限り、
50円OFFの530円にて販売。
9月１５日迄。

151.69kcal

豆乳は鉄分が豊富。マンゴーは抗酸化作用のあるカロ
チンが豊富に含まれているので、女性の強い味方。

にんべん

147kcal（60ｇ当たり）

540 円

MAP

2

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。

ボンクール/榮太樓總本鋪

MAP 13

15

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

ボンクール/榮太樓總本鋪

MAP 13

15

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。

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

日本橋美人栗のダニッシュ

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。

パイ生地を丁寧に重ねた美しい焼き色の
ダニッシュ。2種類の栗とアーモンドクリー
ムを乗せて焼き上げました。

化学調味料・保存料・着色料は
使用していません。

215kcal

210 円(サ別）

132kcal（60ｇ当たり）

464 円

310kcal

210 円(サ別）

359kcal

MAP

1

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
身体の中から女性美をフォローします。

資生堂ビューティーサロン

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

432 円

日本橋美人
Qiベーシックフェーシャル

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

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。

●その他の日本橋美人商品のご紹介
◆遠忠商店 本店【日本橋美人佃煮・ふりかけ】421～475円

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。

ホテルメイドならではの繊細なリーフがあしらわれ、
彩りを添えます。心も身体もリラックス！

◆千疋屋総本店【日本橋美人梅酒(Plum Wine）】1,296円
【日本橋美人はちみつ 】1,620円
【日本橋美人 百市の柿酢 】1,944円
◆人形町亀井堂【日本橋美人瓦煎餅 名入れ小瓦筆箱 】480円
◆日本江戸クラフト協会【江戸の灯ディスカバリー"日本橋美人"】

」のご紹介

「

◆割烹 嶋村【日本橋美人会席 】3,800円

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。

老舗の街・日本橋からお届け……。

◆小津和紙【日本橋美人あぶらとり紙】432円

大サイズ 9,936円 、小サイズ 6,048円

8

日本橋美人香

60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。

MAP

コレド日本橋店

「日本橋美人商品」に「やすめ（“心身を楽にすること”の意）」シリーズがラインアップしました。
それぞれのお店の上質で、こだわりのあるお品の詰め合せです。ひと息♥ついて、やさしく癒されてください…。
千疋屋総本店

MAP

日本橋美人 果実やすめ

1

人気の果肉入りゼリーとフルーツポンチ
のシーズン限定セット。
(販売期間：7月1日～9月30日）

榮太樓總本鋪

日本橋美人 飴やすめ

MAP 13

MAP 29

良質な海苔を贅沢に使った海苔専門店の
ワンランク上のお茶漬けセット。
3種類（わざび・うめ・さけ）の味をお楽しみ
いただけます。

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

※７月初旬より日本橋本店で販売開始します。

羽やすめ

1,544 円

432 円

●「日本橋美人」
「日本橋美人 やすめ」商品のお問い合わせ先
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【 平日10時～17時迄 】

454 円

・・・飛ぶのをやめて

・・・心 身 を 楽 に す る こ と

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（あまおう・大長れもん・
温州みかん）のお詰め合せ。
郵送できるパッケージもご好評です。

山本海苔店

日本橋美人 海苔やすめ

羽をやすめること

手やすめ
・・・手をやすめること

※商品の詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
※表示価格は全て税込です。

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。

2017.6月～ 9月

日本橋髙島屋
〜6/19

6/21〜26
6/28〜7/5
7/7〜11
7/12〜17
7/13〜17
〜7/17
7/19〜8/1
8/3〜8
8/3〜16
8/3〜14
8/9〜16

紳士服イージーメード2着セール
シモンズベッドフェア
ペルシャ絨毯 新作コレクション
婦人服・婦人雑貨サマースペシャルバーゲン
半年に一度のワコール大感謝セール
紳士服イージーメード2着セール
トリンプビッグバーゲン
夏の婦人服ファッションバーゲン
タカシマヤファッションバザール
婦人服地・毛糸・洋裁小物バーゲン
髙島屋のお中元   ばらのギフトセンター
岐阜提灯・大内行灯承り会
半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル
沖ノ島  神宿る海の正倉院 ‐撮影 藤原新也‐〈有料〉
婦人服・婦人雑貨サマーファッションバーゲン
黒柳徹子×田川啓二 SU･TE･KI ! 展〈有料〉
文化庁新進芸術家海外研修制度50周年記念展
美術部門「洋画」
「日本画」
「版画」〈有料〉
紳士服イージーメード2着セール

※6/30～7/9は全館20：00まで。8/2は休業日。

八重洲地下街
父の日ギフトフェア
夏の大抽選会～メインアベニュー～
「仙台七夕イベント」
～メインアベニュー～
物販店、
サービス店午後9時まで営業（平日）
6/30～7/11 ヤエチカサマーセール
7/12～8/1
ヤエチカサマーセールさらにOFF
8/2～15
夏の売りつくし

〜6/18
6/21～7/11

一般公開講演会

〔本館7階催物会場〕

三越お中元ギフトセンター
第61回  とっておきの山形展（食品）
夏のレディスファッションバザール
日本の職人  匠の技展
第59回  慈彩会展
第97回  チャーチル会油絵展
7/12〜17
夏のクラフトフェア
7/12〜18
日本橋ゆかたガーデン2017
レディスフォーマルバザール
7/19〜24
ペルシャ絨毯バザール
メガネフェア
ジュエリー＆アクセサリーバザール
7/25〜31
大壱万均一
〔新館7階催物会場〕
〜7/24
三越お中元ギフトセンター
〜6/19
第61回 とっておきの山形展（工芸）
世界のパールフェア
6/21〜26
ワコールスペシャルバザール
6/28〜7/10 日本の職人  匠の技展
7/12〜17
婦人夏のクリアランスセール
7/19〜24
MITSUKOSHI ART CUBE
7/26〜31
三越の振袖大祭典
三越の七五三お祝着大祭典
7/25〜31
お中元ギフトセンター

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

〜7/24
〜6/19
6/21〜26
6/28〜7/10
7/6〜11

6/20 演題：
「合縁奇縁」
講師：神田 蘭 氏（講談師）
7/26 演題：
「外国人から見た日本橋」
講師：ルイザ・ルビンファイン氏（近代日本史博士・歴史学科講師）
8/29 演題：
「江戸時代日本橋の災害と対策」
講師：由井 常彦 氏（［財］三井文庫 常務理事・文庫長）

ロイヤルパークホテル
8/15 それいけ！アンパンマン ショー

この夏、
ロイヤルパークホテルにそれいけ!アンパンマンが遊び
にきます!    ホテル自慢のお料理を楽しめるブッフェもご用意
しておりますので、
ご家族皆様でお楽しみください。

【第一部】
着席スタイルのブッフェ(洋食・中国料理)
【第二部】
それいけ!アンパンマン ショー

「なきむしヒーローとゆうきのきし」

【第三部】
写真撮影会

昼の部：受付 11:00~

〜7/15
7/16〜8/7
8/8〜22
9/1〜完売まで
9/1〜9/18
9/1〜9/30
9/1〜11/7
9/1〜11/30

お中元フェア
暑中お伺い好適品フェア
残暑お見舞い好適品フェア
ボジョレーヌーボーフェア
祝 敬老のフェア
グレープオンパレード
実りの秋好適品フェア
マロンオンパレード

※ブッフェ料金、
ショー、
サービス料(10%)、
消費税を含む。

■イベントの詳細はホームページをご参照ください。

https://www.rph.co.jp/event/event_anpanman.html

■ご予約はロイヤルパークホテル オンラインショップにて承ります。

http://www.rph-shop.jp/

コレド日本橋／コレド室町1・2・3

中元ギフト承り

お世話になった方々へ日頃の感謝の気持ちを込めて、
にんべんの贈り物をどうぞ。

榮太棲総本舗
6/30・7/28・8/25 榮太樓の日

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個入りの大福）
」
を税込100円で販売します。
※各日10時より ※400箱限定

三井記念美術館
7/15〜9/3

特別展 地獄絵ワンダーランド

仏教の世界観である地獄と極楽を、
絵画・彫刻など多彩な
作品で紹介。美術を通じて、
日本人が抱いてきた死生観・
来生観をたどります。

前期：7/15～8/6 後期8/8～9/3

8/1〜8/20

〔コレド日本橋／コレド室町1・2・3〕

たくさん揃っています。

6/28～
7/12～31

田舎や故郷への帰省シーズンです。

7/7～9/24

帰省土産フェア

[コレド室町1〕

手土産には、
東京・日本橋の商品を選んでみては

いかがでしょう。

〔コレド日本橋〕

7/7～8/11

〜8月下旬

ECOEDO日本橋 アートアクアリウム2017

きもの工房まつや ゆかた販売会

■会場:コレド日本橋 B1Fアトリウム11:00～21:00（日・祝は20:00まで）

ファイナルセール

8/1～27

山本海苔店

〜8/15まで

サマーセール
クリアランス

■会場:コレド室町1 5階（入口は4階）
「日本橋三井ホール」

※毎月24日～月末までは月末セール

〜7/16まで

夜の部：受付 16:00~

大人：¥9,500／小学生：¥4,500／幼児(3歳~)：¥3,000

にんべん日本橋本店
6/16〜7/15

http://www.tokyochuo.net/

日本橋倶楽部

日本橋三越本店

贈られた相手がきっと笑顔になる、
特別なギフトが

千疋屋本店

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。

福引抽選会

ご来店で、
お品代3,240円お買い上げにつき1回。

6/23～7/7    人形町商店街中元大売出し

ギフト券やお食事券ほか各種商品をご用意。

人形町商店街協同組合    http://www.ningyocho.or.jp

サマーギフト承り

6/30    夏越の大祓

お中元や暑中お見舞いに、
先様が喜ばれるお品選びの

小網神社    http://www.koamijinja.or.jp/

お手伝いをさせていただきます。

帰省土産承り

7/2    第24回大江戸問屋祭り

東京土産といえば「山本海苔」
。

横山町馬喰町新道通り会    http://tonyamatsuri.com/

笑顔と一緒にふるさとへお届けください。

7/7    第33回2017七夕ゆかたまつり
七夕ゆかたまつり実行委員会（きものシティ東京実行委員会）

tel: 03-3663-2102

お江戸日本橋舟めぐり

7/23    日本橋橋洗い

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

名橋「日本橋」
保存会    http://www.nihonbashi-meikyou.jp/

8/7～9    人形町せともの市

料金：2,500～3,500円（歴史ガイド、
特製古地図のルートマップのお土産付き）

せともの市実行委員会    tel: 03-3666-5666

■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】

8/25～26    中央区大江戸まつり盆踊り大会
大江戸まつり実行委員会    tel: 03-3546-5337

■開催日程などの詳細はホームページをごらんください。

http://www.edo-tokyo.info/ship/

みなさまの温かいご支援のおかげで、今年で 10 回目を迎えます。

同時
開催

第6回

「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、芸術に係る展示を行い
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。

映像を公開中

「東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」は、
「EDO
ART EXPO」の一部のパビリオン
（会場）
で同時に展覧
し、公式ホームページでもネット展示を行います。

スポンサー募集のお願い
「EDO ART EXPO」
「“江戸”書道展」の開催にあたり、皆様にご協力をお願いしております。
スポンサーシップの内容につきましては、事務局までお問い合わせください。
お問い合わせ

東京中央ネット事務局

TEL：03-5859-5188 E-mail：info@tokyochuo.net

