逸話を綴る
す︒昨今は外国人

りで果たしていま

有な人物と言えるでしょう︒

を仕上げていく構想力は︑実に稀

広さと発想の豊かさをもって作品

がむしろ難しいですね︒その幅の

斎は表現していないものを探す方

ありますが︑森羅万象を描いた北

風景画といった自身の得意分野が

菊田 多くの画家には静物︑人物︑

いました︒

場所という高揚感を幼心に抱いて

かしをして連れていってもらえる

などのデパートには︑両親におめ

したので︑三越︑髙島屋︑白木屋

菊田 私は文京区で生まれ育ちま

ポットはございますか︒

館長は︑日本橋で思い出に残るス

多くの名作も残っています︒菊田

％ 近 く を 占 め︑

傾向にあり全体の

のお客様が増加の

﹁富嶽三十六景 神奈川沖浪裏﹂

日外国人消費動向調査﹂では︑訪

山田 昨年に観光庁が発表した﹁訪

に見受けられます︒

その中でも英語圏の方々が多いよう

〜 トップインタビュー 〜
山田 今回の巻頭インタビューは
﹂の第 回開催を
﹁ EDO ART EXPO
記念して︑すみだ北斎美術館の菊
田寛館長にお話を伺います︒
都内で初となる葛飾北斎に特化
した︑美術館の沿革と概要につい
てお聞かせください︒
菊田 美術館の創設計画は１９８９
︵平成元︶年に始動し︑その後は
バブル崩壊や東日本大震災などの
要因で︑一時的に見通しが立たな
くなった頃もありました︒しかし
ながら２０１２︵平成 ︶年に開
業したスカイツリー建設誘致の決
定を契機に︑設立に向けての機運
が高まり︑皆さま方のご尽力のも
と２０１６︵平成 ︶年 月 日
に開館に至ることができました︒
当館は︑世界有数の北斎作品の
収集家で研究者でもあったピー
ター・モース︵エドワード・モー
スの子孫︶
︑浮世絵研究の第一人者
といわれた美術史家︑楢崎宗重の
コレクションを根幹に︑墨田区が
独自に蒐集し続けている北斎とそ
の門人の作品を含めた約１８００
点を所蔵しています︒

日理由に﹁日本の伝統・現代文化
の体験または鑑賞﹂が挙げられて
いますので︑文化施設側の対応の
充実も求められますね︒
菊田館長ご自身はどのような経
緯で︑初代館長にご就任されたの
でしょうか︒
菊田 私は武蔵野美術大学造形学
部を卒業後︑東京都公立中学校の
教員を経て２００２︵平成 ︶年
から墨田区立中学校校長職を務め︑
その間に全国美術教育連盟や全国
造形教育連盟などのお手伝いする
機会がありました︒

当館の方針の中に教育普及事業︑
文化振興や地域活性化の拠点とな
ることも掲げていますので︑教育
に携わってきた者として一定の評
価をいただけたのだと思っており
ます︒

山田 北斎は１９９９︵平成 ︶年
にアメリカの雑誌﹁ライフ﹂の企画
﹁この１０００年で最も重要な功績を
残した世界の人物１００人﹂で︑日
本人の中では唯一選ばれました︒生

は私の最も好きな作品であり︑
﹁波﹂

近頃は日本橋に来ると︑教壇に

橋﹂を取り上げたことが懐かしく

立っていた時期に美術の授業で︑
催す﹁東京都の児童・生徒による

想い起こされますね︒

といえばあの形が想起されるほど私
山田 ﹁東京２０２０オリンピック・

江戸 書道展﹂は﹁江戸から連想

山田 北斎ならではの奇抜な発想

遠近法の教材に北斎の﹁江戸日本

パラリンピック競技大会﹂は北斎

する言葉﹂と﹁世界の国々を漢字

の作品で︑日本橋の橋上を往来す

の意識の底に刷り込まれています︒

生誕２６０周年に当たりますので︑

で書く﹂を題材に公募し︑応募総

る人々の賑わいを人物の頭部を

より国内外から注目を集める好機

数２０００点以上の中で 社のスポ

になりますね︒美術館のホスピタ
リティをどのようにお考えでしょ
うか︒
菊田 海外の方に浮世絵をはじめ
日本の芸術をご理解していただけ
る機会ですし︑それを発信してい
くためには我々自身が自国の文化
を更に学ぶ姿勢が大切です︒北斎
が生涯を過ごしたこの地で﹁江戸﹂
という地域資源を利用し︑回遊す
る仕組みをご提供できる企画を考

作品を展覧いたしました︒

ンサー企業による３２３点の入選

近景に描写した︑
﹁富嶽三十六景﹂

戸︵ 東 京 ︶ の

弊法人は江

の一枚ですね︒
に︑
﹁すみだ北斎美術館の開館を

のネーミング

菊田 昨年は当館のオープン直前

﹂開催のご協力をいただ
ART EXPO
き︑今回はパビリオン︵会場︶の

で も︑ 多 岐 に

記念して﹂をコンセプトに﹁
地域ブランド
EDO
﹁日本橋美人﹂
一つとして参加しました︒

展開しております︒菊田館長にとっ

わたる事業を

ブックは会期前にもかかわらず︑

て﹁日本橋美人﹂とは︑どのよう

詳細が網羅された公式ガイド
置いておくとすぐに捌けてしまう

菊 田 日 本 橋 と い う 地 域 の 中 で︑

えています︒

﹁ホワイエ﹂に設置したスタンプ版

由緒ある街の気質により育まれた

な女性像を抱かれますか︒

﹂のように︑
﹁ EDO ART EXPO
年にわたり４区が広域的に連携し

浮世絵ラリー会場では︑来館者の

女性であろうと感じます︒現代的

ほど好評で︑４階の休息スペース
歴史や文化︑芸術などの資産を上

多くがスタンプを押して楽しんで

手く活かし︑多くの方が楽しみなが

揃っていた中でも特に︑北斎を連

せているのが日本橋美人だと思い

つ北斎に︑とても

多彩な才能を持

わる展示を行っています︒同時に

をテーマに伝統や文化︑芸術に関

ン︵会場︶になり﹁江戸の美意識﹂

の活況を描いた

ますが︑日本橋

とで知られてい

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 ／ 橋本奈緒美

新春に相応しい華やかな訪問着には︑霞文様に四季の花や箔が柄付けされて
います︒シンプルな配色で着物を引き立たせる白地に松葉柄の帯や︑紫色の
小物をコーディネートして上品な色調にまとめています︒

着こなしポイント

ます︒
﹁ すみだ北斎美

作 品 を 選 出 し︑

想させる勢いや個性が際立った

い︑さりげない優しさを持ち合わ

でありながらも江戸の仕草や心遣
ま た︑ 江 戸 書 道 展 は 力 作 が

いる姿を拝見いたしました︒

ら芸術に触れる事業を継続されて
有 難 う ご ざ い ま す︒ 皆 さ

いらっしゃるのは素晴らしいですね︒
山田

まのご支援のおかげで今年で
月

日 の 会 期 中 に は︑ 国 内 外 か ら 約
を訪れてくださいました︒

とんどを墨田区

芸術家たちに多

山 田 北斎は約
年の生涯のほ
業︑ホテルや文化・観光施設など

内で過ごしたこ

魅力を感じます︒

既存の建物︑約

カ所がパビリオ

大な影響を与え

しています︒

術館賞﹂を授与

日〜

“
万２０００人もの方々が各会場

回 目 を 迎 え︑ ９ 月

”

来館者数については︑初年度に
目指した約 万人を開館５カ月余

涯に３万点を超
える作品を残し︑
その一部は海を

42
﹁ EDO ART EXPO
﹂は中央区︑墨
田区︑千代田区︑港区の名店︑企

たといわれてい
ます︒

62

“

②2.5 ぼかし

私は類い稀で

90

10

渡りゴッホやモネ

10
10 10

14

11

22

①アウトライン後に 0.1 ラウンド

をはじめ西 洋 の

10

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

10

24

11

日本橋美人新聞は 創刊１０周年を迎えま

1978 年 武蔵野美術大学造形学部卒業
同年
東京都公立中学校美術科教員
2002 年〜墨田区立中学校校長職
2016 年〜「すみだ北斎美術館」初代館長
座右の銘 「人に学ぶ」

28

”
22
60

②0.5 ラウンドで白パスをさらに

43

すみだ北斎美術館館長

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

44

①0.2 ラウンドでパスをとる

( きくたひろし )

寛

菊田

山田晃子

( やまだあきこ )

年齢や立場に囚われず他者から学ぶ姿勢を
大切にしたい

Autumn

20

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）2017.12.15

Report 2017. 9.22【Fri】 10.10【Tue】

東京都の児童・生徒による
第 6 回 東京都の児
第 10 回 EDO ART EXPO
「江戸を彩った絵師たち」

2017

NPO 法人東京中央ネットは、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
法人東京中央ネットは、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。応募作品２ ,０００点以上の中から EDO ART
EXPO 賞をはじめ、62 社のスポンサー企業による 323 点の企業賞を展示しました。

第 9 回 EDO ART EXPO
「すみだ北斎美術館の開館を記念して」

千疋屋総本店

第 8 回 EDO ART EXPO
「錦絵誕生 250 年を記念して」

皆さまの温かいご支援のおかげで、今年で 10 回目を迎えました。

会場

第 7 回 EDO ART EXPO
「浮世絵に観る美」

ＮＰＯ法人東京中央ネットでは、江戸から続く伝統や文化、芸術を紹介する「ＥＤＯ ＡＲＴＥＸＰＯ」を毎秋に開催し、本年で１０回

目を迎えることとなりました。これもひとえに皆さま方の温かいご支援、ご厚情の賜物と心より深く感謝いたしております。

第 6 回 EDO ART EXPO
「第五期歌舞伎座の新開場を記念して」

となり協力して催す一大イベントです。
「ＥＤＯＡＲＴＥＸＰＯ」は「江戸の美意識」をメインテーマに、
浮世絵を展示する
「浮世絵展示会場」
、

第 5 回 EDO ART EXPO
「国際通貨基金（ＩＭＦ）
・世界銀行総会開催記念」

本事業は、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・観光施設など、既存の施設がパビリオン（会場）

「江戸」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まいります。

●相田みつを美術館 ●榮太樓總本鋪 ●奥野かるた店「小さなかるた館」 ●GINZA KABUKIZA ●コレド日本橋
●千疋屋総本店 ●増上寺（増上寺会館） ●中央区観光情報センター ●千代田区立日比谷図書文化館
●東京シティエアターミナル ●東武ホテルレバント東京 ●にんべん日本橋本店 ●ピアウエストスクエア
●フォーラム・アート・ショップ ●明治大学博物館 ●山本海苔店 ほか

三井記念美術館

第 4 回 日本橋美人博覧会
「日本橋架橋 100 年記念企画」

同時に催す「第 6 回 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「東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会」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）で入選作品を展示しました。

相田みつを美術館

第 3 回 日本橋美人博覧会
「出会い、めぐり日本橋」

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。

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４４万２，
０００人の方々が来訪し、

第 2 回 日本橋美人博覧会
「江戸で彩る日本橋」

たくさんの方々のご来場に、心よりお礼を申し上げます。

第 1 回 日本橋美人博覧会
「浮世絵で彩る日本橋」

盛況のうちに閉幕いたしました。

東京シティエアターミナル

ピアウエストスクエア
千代田区立日比谷図書文化館

2008

関係者一同

東武ホテルレバント東京

出光美術館
すみだ北斎美術館

第１回 (2008年）ポスター
ロイヤルパークホテルでの審査会

美は遺伝する 江戸のＤＮＡ

細田

眞

奥野かるた店
にんべん日本橋本店

中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」

ホームページからダウンロード

榮太樓總本鋪

入賞作品はホームページで公開中です

コレド日本橋

検索

江戸書道展

（表彰状がダウンロードできます）

山田書店ギャラリー

ロイヤルパークホテル

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。

EDO ART EXPO 浮世絵展示会場

東京ステーションホテル

●奥野かるた店「小さなカルタ館」 ●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「増上寺会館」
●中央区観光情報センター ●東京ステーションホテル「南ドーム 2 階」
●山本海苔店 ●YUITO 日本橋室町野村ビル ●ロイヤルパークホテル ほか

2017 年 EDO ART EXPO
公式ガイドブック

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」、割引やプレゼ
ントの優待が受けられる「店舗フェア」で多くの来場者
が街を散策しました。
YUITO 日本橋室町野村ビル

中央区観光情報センター

EDO ART EXPO 関連展示会場
●相田みつを美術館 ●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 ●神田明神資料館 ●江東区深川江戸資料館
●秋色庵 大坂家 ●すみだ北斎美術館 ●増上寺宝物展示室 ●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

2015 年にノーベル医学・生理学賞を受賞された大村 智先生（北里大学特別栄誉教授・
女子美術大学名誉理事長）と山田晃子 EDO ART EXPO 総合プロデューサーの特別対談

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

八重洲地下街（八重洲倶楽部）

CAFE SALVADOR BUSINESS SALON

会場

●割烹 嶋村 ●割烹 日本橋とよだ ●CAFE SALVADOR BUSINESS SALON
●芝神明榮太樓 ●芝大神宮 ●芝東照宮 ●秋色庵 大坂家 ●新正堂
●墨田区観光協会 ●東京タワー ●日本橋案内所 ●日本橋髙島屋
●日本橋三越本店 ●北斎通り（東あられ本鋪） ●ホテルかずさや
●港区観光協会 ●mugendai 銀座店 ●山本山 日本橋本店 ●ROJI 日本橋 ほか

●榮太樓總本鋪
●お江戸日本橋舟めぐり
●すみだ江戸切子館
●八重洲地下街（八重洲倶楽部）
●千代田区立日比谷図書文化館 ほか

港区観光協会

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）
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

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、雨宮眞也法律事務所、（株）泉屋東京店、（株）伊場仙、遠忠商店 本店、（株）奥野かるた店、神田神社、木村實業（株）、錦糸町を元気にする会、（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、コレド日本橋、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、
（株）ストックボイス、（株）セントラルエステート、（株）たいめいけん、中央エフエム（株）、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、
東京ベイネットワーク（株）、（株）東都ジャパン、（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、（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）、松井建設（株）、松井証券（株）、（株）みずほ銀行、（株）三井住友銀行日本橋法人営業部、三井住友建設（株）、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、（株）ロマンシルク ほか

出光美術館、開智日本橋学園 / 日本橋女学館、鹿島御児神社、CAFE SALVADOR BUSINESS SALON、
（株）歌舞伎座、歌舞伎座ギャラリー、歌舞伎座サービス（株）
、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、女子美術大学、墨田区観光協会、すみだ北斎美術館、
（株）セブン - イレブン・ジャパン、増上寺、
（株）髙島屋、
髙橋食器（株）
、凧の博物館、たばこと塩の博物館、
（株）竺仙、中央区観光情報センター、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、東武ホテルレバント東京、ときわ総合サービス（株）
、
（有）ナカムラマーク、
（一社）日本江戸クラフト協会、日本電波塔（株）
、日本取引所グループ、日本パーキング（株）
、
（株）榛原、バンセイ（株）
、
（有）ヒロタグラスクラフト、ホテルかずさや、三井記念美術館、三井不動産商業マネジメント（株）
、三井不動産ビルマネジメント（株）
、三井不動産レジデンシャル（株）
、
（株）三越伊勢丹、
（株）モノコム、
（株）山本山 ほか

東京中央ネット

第7回

NPO法人東京中央ネットでは、2011年より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。本年も東北支援プロジェクト ｢第７回 復興支援市」を開催
しました。売上の一部は、 被災により解体された鹿島御児神社（宮城県石巻市）の
御本殿再建の支援金として寄付いたします。

会場

■ コンセプトが良いですね。地区にも合っています。（30 代女性）
■ 10 回、すごいですね。これからも続きますように。（30 代女性）
■ 江戸の粋について、浮世絵を見ながら分かりやすく説明していただけた。（30 代女性）
■いろいろな場所を回ることができ、楽しめました。歴史を感じられて良かった。（40 代男性）
■ 外国人の友人を連れて回りたいと思います。（50 代女性）
■ 地元の中高生の作品は身近に感じます。(40 代男性）

解体工事の様子

年目

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。心と身体の美しさをめざす女性のために名店、企業などの協力のもと、
「日本橋美人商品」は 2005（平成 17）
年に誕生しました。
「やすめ（“心身を楽にすること”の意 ）」シリーズは、それぞれのお店の上質で、こだわりのあるお品を詰め合せた
「日本橋美人商品」のＮＥＷラインアップです。

千疋屋総本店

日本橋美人 果実やすめ

1

MAP

人気のフルーティクッキーとミルフィーユの
シーズン限定セット。(販売期間：1月2日～3月31日）

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。

榮太樓總本鋪

日本橋美人 飴やすめ

こだわりの国産フルーツを使い伝統製法で
仕上げた果汁飴のお詰め合せ。
郵送できるパッケージもご好評です。

1,566 円
ロイヤルパークホテル ロイヤルスコッツ

日本橋美人カクテル

MAP

1

梅酒を使用した、爽やかな飲み口が人気
です。ほのかに紅をさしたような色合いが
日本橋美人にぴったり。

MAP 13

山本海苔店

日本橋美人 海苔やすめ

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（さけ・
わさび・うめ）の味をお楽しみいただけます。

432 円
千疋屋総本店

MAP

MAP 29

割烹日本橋とよだ

MAP 53

日本橋美人「彩御膳」

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。 771kcal
※月～土のランチタイム限定

3,780 円

オーベルジュ・ド・ニレーヌ(ホテルかずさや)

ロイヤルパークホテル B1F 桂花苑

日本橋美人“美肌粥”御膳

MAP

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。
380kcal
※ランチタイム限定

1

季節の果物とヘルシーな豆乳(SOY)を使
ったシェイク！ 旬の苺を
たっぷりと使用した
濃厚で甘酸っぱい
ソースがくせになりそう。

(サ別）

●その他の日本橋美人商品のご紹介

580円

(3月14日まで）

※表示価格はすべて税込です。

MAP 94

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）

439kcal

972円

454 円

日本橋美人
ＳОＹシェイクストロベリーブレンド

本紙持参でご購入の方に限り、
50円OFFの530円にて販売。

日本橋美人ランチ

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

2,700 円 (サ別）

ボンクール/榮太樓總本鋪

日本橋美人あんぱん

MAP 13

15

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。

山本海苔店

日本橋美人焼きたて海苔

MAP 29

〔二切〕
〔三切〕
〔八切〕
焼きたて海苔を二切・三切・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。

にんべん

日本橋美人

MAP

梅しそ御ふりかけ
ひじき御ふりかけ

2

「梅肉」
と
「芽ひじき」を使用したソフトタイ
プのふりかけ。おにぎりやお弁当のお供に
最適です。化学調味料・保存料は使用して
いません。
各種

464円

208.05kcal

1,512円

・・・心 身 を 楽 に す る こ と

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

『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。

ニューヨーク株式市場を生中継！

すみだ江戸切子館

■ 言葉がイキで江戸らしさを感じます。普通の書道展にはないので個性的です。（40 代女性）

●榮太樓總本鋪 ●千疋屋総本店 ●にんべん日本橋本店
●山本海苔店 ●ロイヤルパークホテル ●ROJI 日本橋 ほか

誕生

株式の実況中継は当番組で

榮太樓總本鋪

2017年・第10回 EDO ART EXPO来場者アンケート(一部抜粋）

江戸（東京）の地域ブランド・ご紹介

TOKYO MX2 (093ch)

お江戸日本橋舟めぐり

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

主催

協力

山本海苔店

スタンプ版
浮世絵ラリー完成図

会場

講演会や体験型のイベント、伝統技術の伝授など多彩
なイベントを実施しました。江戸の叡智に学び感性を
磨く企画に、子どもから大人まで世代を超えて一緒に
参加され盛況でした。

215kcal

195円

(税別）

45.1kcal(１袋)

各種

648円

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)

資生堂ビューティーサロン コレド日本橋店

MAP

8

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～

◆にんべん【日本橋美人鰹節御ふりかけ】540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 】3,240円 (サ別） ◆割烹 嶋村【日本橋美人会席 】3,800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
◆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、
【日本橋美人はちみつ】1,620円、
【日本橋美人いちじくジャム 】1,080円
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
◆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】195円 (税別） ◆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

2017.12月
〜 2018 .3月

日本橋髙島屋
髙島屋のお歳暮 ばらのギフトセンター
2018 髙島屋おせち料理ご予約承り
憩いの家 チャリティーバザー
トリンプセール
冬の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
新春リビング市
新春振袖フェスティバル
紳士服イージーメード２着セール
半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル
2018 タカシマヤ アムール・デュ・ショコラ 〜ショコラ大好き！〜
第42回 戸塚刺しゅう展〈展示・即売〉
シモンズベッドフェア
紳士服イージーメード２着セール
2/21〜26
婦人服・婦人雑貨スペシャルバーゲン
※12/31は全館18:00まで。1/1は休業日。
※12月〜2月の営業時間はホームページでご確認ください。

〜12/24
〜12/25
12/19〜24
12/19〜25
12/19〜29
12/26〜29
12/26〜30
1/2〜4
1/4〜8
1/6〜15
1/17〜24
1/31〜2/14
2/16〜19
2/16〜26

千疋屋総本店
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
12月〜3月頃 クイーンストロベリーパフェ
12/26〜1/7 お年賀好適品フェア／新春寿フェア
12/26〜3/31 ストロベリーオンパレード
1/2〜5
新春寿フェア・初売り出し福袋
1/2〜9
新成人の日好適品フェア
1/8〜2/3
寒中お見舞い好適品フェア
2/1〜14
フルーティーバレンタインフェア
2/15〜3/3 春のフルーティー洋菓子フェア（ひな祭り）
3/1〜14
フルーティーホワイトデーフェア
3/1〜4/30 フレッシュマン乾杯フェア
※1/1は休業日。
※12/31〜1/3の営業時間はホームページでご確認ください。

〜12/25

八重洲地下街
〜12/25

クリスマスフェスタ2017

クリスマス大抽選会 〜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）
12/21〜24 ミュージックライブ
ヤエチカ 忘年会・新年会プラン「ヤエチカではしご酒」
〜1/16
12/26〜1/3 第94回 箱根駅伝展 〜センタースポット〜
12/26〜1/9 ヤエチカ ウィンターラッキークーポン
1/2〜3
福袋
1/2〜16
ヤエチカウィンターセール
1/１7〜30
ヤエチカウィンターセールさらにOFF
1/31〜2/13 冬の売りつくし
※12/31・1/2は18：00閉店（店舗により18：00以降は自由営業）
。
※1/1は休業日。

日本橋倶楽部
一般公開講演会 時間：午後3時〜4時30分 入場料：500円
※要電話予約 TEL 03-3270-6661
12/22 演題：
「老化を防ぎ、若さを保つ食べ物、運動」
講師：石原 結寶 氏（イシハラクリニック院長）
1/22 演題：
「2018年経済・金融の〝勘所〟
」
講師：宿輪 純一 氏（帝京大学経済学部教授・エコノミスト）
2/20 演題：
「中央区初めて物語 ̶築地居留地と伝道・教育・医療̶」
講師：水野 雅生 氏（NPO法人 築地居留地研究会 理事長）

日本橋三越本店
〔本館7階催物会場〕

お歳暮ギフトセンター
マイセン展
ペルシャ絨毯バザール
冬の寝具歳末大感謝祭
第58回 2017年報道写真展
レディスファッションウインターバザール
12/27〜１/８ 日本の職人 匠の技展
1/10〜15
第9回 長崎展／レディス＆メンズ スペシャルプ
ライスバザール【同時開催】
レディスハンドバッグ
冬のクリアランスセール
1/17〜22
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／2018 Winter 三越美術特選会
1/24〜29
大壱万均一
1/31〜2/14 スイーツコレクション

〜12/25
〜12/17
〜12/21
〜12/18
12/19〜25

〔新館7階催物会場〕

クリスマスジュエリー＆アクセサリーバザール

〜12/17

【同時開催】黄金フェア

東京トールペイントコレクション展2017（有料）
大百万円均一祭
新春レディファッションバザール
新春食品バザール
写真展 オードリー・ヘプバーン
京都おくりもの帖／ショコラ セレクション
着物のすべて大奉仕／第27回 旭出学園工芸展／
草間彌生作品展【同時開催】
コンテンポラリーアート展
※1/1、1/23は店舗休業日。

12/19〜25
1/2〜3
1/4〜8
1/6〜8
1/10〜22
1/24〜29
1/31〜2/6

にんべん日本橋本店
〜12/25

おせち料理予約承り 何かと慌しい年末。おせちの

12/15〜31

年内最後
歳末セール 家族揃って迎える新年の準備に。

準備は早めがオススメです。
（数量なくなり次第終了）

のお得なセールです！ 帰省土産、お年賀好適品も多数

お江戸日本橋舟めぐり
季節特別便『花見舟』受付開始
※開催日などの詳細はホームページでご確認ください。
■江戸東京再発見コンソーシアム
http://www.edo-tokyo.info
TEL 03-3668-0700【受付時間 平日9:00〜12:00／13:00〜17:00】
1月下旬〜

山本山 日本橋本店
12 月上旬
旬の味、新海苔の販売
12/1〜1/15 冬季限定煎茶「徳寿」
、宇治煎茶「大福」販売
年末年始におすすめのお茶です。

榮太樓總本鋪
12/22・1/26・2/23 榮太樓の日
上記3日間は ｢榮太樓の日｣と題しまして、 ｢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10:00〜 400箱限定
1/11
鏡開き…おしるこの振舞いを行います。
１４
：
００〜 先着500名様

ロイヤルパークホテル
12/20〜22 ミート ザ サンタ 〜サンタクロースがやってくる！〜
【レストラン】1階シェフズダイニング「シンフォニー」
【宿泊】12/20〜22の３日間限定プラン

12/22 大木トオル クリスマス・チャリティーディナーショー
感動のアンコールvol.14

【料金】お一人様 ¥35,000（フランス料理コースメニュー・お飲

物・税・サ込）【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〜

12/23〜24 クリスマスロビーコンサート

【場所】1 階ロビー・クリスマスツリー付近

1/1〜2 新春にぎわいファミリーブッフェ

バレンタインデーフェア 大切なあの人に感謝の気持

【場所】1 階ロビー【時間】11：00〜／14：00〜
（参加費無料）
【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】大人8,316円／お子様（４〜12歳）4,158円（税・サ込）

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

※詳細はホームページをご参照ください。https://www.rph.co.jp

ホワイトデーフェア 今年のバレンタインデーのお返し

コレド日本橋／コレド室町1・2・3

菓子も充実の品揃えです。

3/1〜15

もちつき

福袋販売（1/2より数量限定）

を家族で囲めば、
栄養満点・必勝祈願！

2/1〜14

【時間】13：00〜／17：00〜／19：00〜
（鑑賞無料）

1/1

受験生応援フェア 受験シーズン到来！あったか料理

1/9〜31

http://www.tokyochuo.net/

そろえてお待ちしております。

初売り、新春セール 2018年の幕開け！ 初売りとして

1/2〜8

は、
にんべん本店でセレクトしてみてはいかがでしょう！

※毎月24〜月末までは月末セール。
※12/31は18:00まで。1/1は休業日。

山本海苔店

1 /4

新海苔入荷！ 旬の味をお楽しみください。
新年「福袋」販売 税込3,240 円
各日10：00〜 1/2 先着180個／1/3 先着70個
七福神めぐり特別販売 10：00〜16：00頃

2 /6

海苔の日記念 もみ海苔「梅が香」
特別販売

12月上旬
1/2〜3

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。

この日限りのお買得品をご用意。

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
※1/2〜3の営業時間は10：00〜17：00。

三井記念美術館
12/ 9〜2/4 国宝 雪松図と花鳥 ̶美術館でバードウォッチング̶
2/10〜4/8 三井家のおひなさま 特集展示 三井家と能

1/2

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。
■コレド日本橋 https://mitsui-shopping-park.com/urban/
institution.php?iid=0009
■コレド室町 https://mitsui-shopping-park.com/urban/
institution.php?iid=0013

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

1/1〜7

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。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。

1/5

初水天宮

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

