この年を創業年と

譲 り 受 け ま し た︒
︶年に組合長に就任した当時は

が存在し︑先代が１９５５︵昭和

布の以前に日本橋には任意の組合

聞いています︒小山屋の隣にあっ

そこから吉良邸へ討ち入ったと

近 く の 旅 籠﹁ 小 山 屋 ﹂に 宿 泊 し︑

石内蔵助ら９名の浪士は時の鐘

逸
話を綴る
していますが︑買
軒近くが加盟していたそうです︒

詳細な記録は関東
どに転じた旅館が多く︑当時から

その後は地価の高騰で貸ビル業な

ランダ商館長の江戸参府の定宿

目 ︶ の﹁ 長 崎 屋 ﹂ は︑ 出 島 の オ

た 本 石 町 ３ 丁 目︵ 現

収の経緯に関する

大震災などの影響で残っていませ
旅館業を営んでいるのは数えるほ

でした︒一団にはドイツの医師・

トップインタビュー

ん︒旅館自体は江戸時代から続い
どに減少してしまいました︒業界

博 物 学 者 で 有 名 な シーボルトた

さっている中央区ホテル・旅館組
成長期を迎えライフスタイルが大

父である三代目・誠太郎は高度

幕開けでした︒リーマンショック

た観光立国推進基本法は新時代の

れていました︒歴史的な史実のみ

や杉田玄白らも訪れ︑交流が行わ

を記念して︑当初よりご尽力くだ
合の工藤哲夫組合長にお話を伺い
きく変化する中で︑次代を担うべ

や東日本大震災などの深刻な状態

工藤 私の曽祖父・由郎は蚕種の

と伺っています︒

けた紙の販売︶を営んでいらした

とは蚕種の製造︵蚕の卵を植え付

野県上田市︶のご出身で︑もとも

山田 初代は信州の丸子︵現 長

役に就任し︑現在に至っております︒

り︑１９９３︵平成５︶年に代表取締

年に家業を受け継ぐべく弊社に戻

事いたしました︒１９８９︵平成元︶

セールスや企画の仕事に 年ほど従

ツーリスト株式会社︶で海外旅行の

航空サービス株式会社︵現 エムオー

経営学部卒業後は︑旅行会社の三井

区立常盤小学校に通い青山学院大学

がある日本橋本町で生まれ︑地元の

います︒旅館業の変遷や貴団体の設

に向けて︑ホテルの建設が相次いで

して昨今では﹁東京２０２０大会﹂

の宿泊施設が点在していました︒そ

あったことから公事宿など︑数多く

利用した旅籠屋や関東郡代の屋敷 が

宿の歴史を辿ると︑往来する旅人が

山田 ここ日本橋の江戸期における

予定しています︒

えてホテルのリニューアル工事も

けております︒また︑将来を見据

便利で快適な環境のご提供を心掛

毎年のように設備投資を行い常に

やＩＴ環境の充実を図り︑近年は

私の代ではＣＩによるブランド化

さや﹂へと生まれ変わったのです︒

築ホテル開業に伴い︑
﹁ホテルかず

高いリピート率という側面から見

ンド︵訪日外国人旅行者︶の数や

工藤 我々の想定以上のインバウ

らっしゃいますか︒

のような事柄を大切にされてい

す︒お客様を迎える側として︑ど

し﹂の精神があると言われていま

には︑日本文化が育てた﹁もてな

れます︒日本のホテル運営の根幹

ホテルは創業１３０周年を迎えら

山田 ２０２１︵平成

ではないかと懸念しています︒

快適なサービスに支障を来たすの

ル の 基 本 理 念 で あ る 安 全︑ 安 心︑

による供給過剰の問題など︑ホテ

は好調ですが︑私は開業ラッシュ

ています︒今は都内の客室稼働率

を牽引し右肩上がりの成長を遂げ

ご紹介いただけますか︒

藤社長のお気に入りのスポットを

山田 それでは︑史実に基づく工

ていきたい財産です︒

となった地があり︑後世へと伝え

綿と継承する老舗や歴史上の舞台

が少ないですが︑江戸の精神を連

念ながら日本橋には昔を偲ぶ遺跡

続けることは意義深いですね︒残

江戸の伝統や文化の魅力を発信し

は︑約２０００点以上の応募作品

童・生徒による 江戸 書道展﹂で

同時に催した﹁第６回東京都の児

や文化の薫りが醸し出されている

中には︑日本橋で育くまれた伝統

工藤 日本橋美人のたたずまいの

だと思われますか︒

本橋美人﹂とは︑どのような女性

たる事業を展開しております︒
﹁日

というネーミングでも︑多岐にわ

京︶の地域ブランド﹁日本橋美人﹂

ルトも北斎に絵を依頼したようで

長崎屋の情景があります︒シーボ

を抱く江戸の人々の姿が描かれた

に︑オランダ使節団や彼らに興味

芸術に関わる展示を行っています︒ 山 田 葛 飾 北 斎 の﹁ 画 本 東 都 遊 ﹂

美意識﹂をテーマに伝統や文化︑ すると︑夢が広がりますね︒

ビリオン︵会場︶になり﹁江戸の

と想察します︒女性の真の美しさ

工藤 幅広い世代の多くの方々に︑ 尽きませんね︒私たちは江戸︵東

の中から 社のスポンサー企業が

は︑仕草や立ち居振る舞いに見ら

“

すから︑二人が歓談していたと想

する法律︶
﹂に基

正化及び振興に関

係営業の運営の適

衛法︵生活衛生関

旅 館 組 合 は︑
﹁生

協 力 い た だ い て い る﹁
に設けられたの
EDO
ART
で︑この道が﹁鐘

山田

貴ホテルにも開催以来ご

の質の向上に努めていく所存です︒

旅館の伝統を守りつつ﹁もてなし﹂

を 考 え 時 代 の 要 請 に 応 え な が ら︑

私は常に新しいサービスのかたち

つき新道︵現 時

﹁時の鐘﹂が最初

に時を知らせる

よって︑江戸市民

軍・徳川秀忠公に

１ ６ ２ ６︵ 寛 永 ３︶ 年 に 二 代 将

のと感じております︒

れるように内面が自ずと現れるも

像するとドラマを感じますし話が

づき１９５８︵昭

﹂は︑皆さまのご支援のおか
EXPO
げで 回目が盛況のうちに幕を閉

の鐘通り︶
﹂と呼

の イ ベ ン ト は 中 央・ 千 代 田・ 港・

で名を上げた大

また赤穂事件

ヘアアレンジ・着付け ／ 林

撮影協力 ／ ロイヤルパークホテル

さやか

裳 ／ 衣裳らくや

影 ／ 小澤

正朗

衣

撮

春らしい花柄を施したピンク地の訪問着に︑伝統紋様の七宝柄の袋帯をコー
ディネート︒裾裏の八掛には︑桜の地紋があしらわれ隠れた大人のお洒落
が伺えます︒着物の地色に添えた淡いブルーを小物の差し色にして︑甘い
優しさが漂う中にも爽やかな印象を感じさせます︒

着こなしポイント

認可された﹁東京

じ︑本年は新たなスタートを迎え

ばれるようにな

和 ︶年に設立を
都ホテル・旅館組

ます︵第 回は２０１８︵平成 ︶
い ま す︒ し か し

墨田区の名店︑企業︑ホテルや文化・

りました︒

合﹂の支部として

当ホテルの通り沿いには

ました︒

３２３点の入選作品を展覧いたし

”

道を行き交っていたのか と 想 像

商売に力を注いだのち東京進出を

立経緯についてご説明ください︒

ても︑日本的なサービスが既に浸

２００７︵平成

ます︒まずはご経歴についてお聞
く旅館の建て替えを実施いたしま

を乗り越え︑観光産業は日本経済

志して︑１８９１︵明治 ︶年に

工藤 私が初代の組合長を務める

工藤

62
年９月 日〜 月９日を予定︶
︒こ

33

12

24

︶年に貴

故郷の財産を処分し本石町︵現

透し定着しているのだと思います︒

ならず︑計り知れない偉人がこの

かせください︒
した︒１９８０︵昭和 ︶年の新

室町４丁

﹁日本橋美人新聞﹂と共に発行の﹁日
ていたらしく︑屋号はそのまま引
にとって厳しい状況が続いた中で︑

山田 今回の巻頭インタビューは︑
本橋都市観光マップ﹂創刊 周年
き継ぎました︒

ちが随行していたので︑平賀源内

観光施設など約 カ所の建物がパ
60

︶年に施行され

60 30

遡れば生衛法発

30

【一つの灯火は隅しか照らせないが万に
なれば国中を照らす 一人では為し得ぬ
ことも力を合わせれば成就する 】

３年前に発足した中央区ホテル・

19

10

1977 年 青山学院大学経営学部卒業
同年
三井航空サービス㈱入社
1989 年 ホテルかずさや入社 常務取締役
1993 年〜 ホテルかずさや 代表取締役社長
座右の銘 「一燈照隅万燈照国」

本町︶にあった﹁上総屋旅館﹂を

55

社が加盟して
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10
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35
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工藤 私は現在の﹁ホテルかずさや﹂

中央区ホテル・旅館組合組合長

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

( くどうてつお )

工藤哲夫
( やまだあきこ )

山田晃子

2018 春 号
Since 2006
0
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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）2018.3.15

八重洲地下街株式会社
テナント営業部

伹野靖子さん

八重洲地下街株式会社

20

http://www.yaechika.com/

日本橋で働く女性のおすすめ情報

八重洲地下街株式会社の伹野靖子と申します。

53

年 目を迎えるショッピングモー

40

「ヤエチカ」は、本 年

年に東京駅に隣接する地下駐車場の付帯施設の形で誕

ルとし て営 業 を 続 けておりますが、１ ９ ６ ５（昭 和 ）

生しました。スタート当 時から近 隣のビジネスパーソ

ンの皆さまを中心に、多くの方々にご愛顧いただいてい

ます。

私の所属するテナント営業部は、
より多くのお客さま

に店舗紹介の告知や、魅力ある街にお越しいただける企

画など、
販売促進を担当しております。春と秋に開催す

るフェスタでは各ショップの商材を撮影したり、
広告ツー

我々の取り柄は、私たち運営スタッフとショップスタッ

ルの開発などに注力しています。

フの距 離が近いところです。私たちは毎日、担 当 ブロッ

クの店長たちと会話し、
営業面でのサポートや最新情報

認 定 制 度「ヤエチカマイスター」を３ 年 前にスタートさ

の収集をしています。ヤエチカで働くスタッフの独自の

km

せ、現在は約２２０名が活躍し、
おもてなしの向上に努

めています。

お客さまには、１・５ のヤエチカを楽しく探索しな

ゲットした後、
ごゆっくりお食事を愉しむなど、
ご自身に

”

がら１周し、
ビューティーグッズやファッションアイテムを

合わせた ヤエチカ

“

活 用 術 を見つけ

幸いです。

ていただけますと

館内で私を見か

け ま し た ら、お 気

軽にお声掛けくだ

さい（笑）
。
ヤエチカは
雨の日も傘なしで
ウォーキングできる
全天候型モール。

銀座ライオン
こだわりの注ぎ方でビールを出してくださるので、
ビールが苦手な私でも美味しくいただけて、会社
帰りに「ちょっと一杯！」や友人との集まりにも最適
です。服部支配人はヤエチカを盛り上げるムードメ
ーカーで、独自の認定制度「ヤエチカマイスター」の
３年連続の合格者でもあります。

ショップスタッフとミーティング。
私たちが開発した
「健康・栄養満点ランチ」食べに来てね！

「ヤエチカマイスター」の
ピンバッチ

北海道フーディスト
バッグに 1 本入れておけば、ハンカチにシュッ
と吹きかけてリラックス、鼻がむずむずする時
や虫よけにも使えるので、これからの季節に
大活躍です。

ABCマート
お手頃価格で旬のシューズが見つかるショップ。
春らしいパステルカラーのスニーカーは、オン・
オフ問わずに
使えそうです。

ヤン・ヨーステン像
ヤエチカの「外堀地下 1 番通り」
の中央辺りに、
「八重洲」の地名
の語源になったといわれる「ヤン・
ヨーステン」の銅像があります。

北海道フーディスト
私たちは、安心・安全で快適にヤエチカをご利用いただける
ように毎日、
巡回しながら施設の維持管理を行っております。
地下街通路の空調や照明の LED 化、地下駐車場の美化工
事も実施しています。
ヤエチカにお越しの際は、私たちの仕事
をご覧になってくださると嬉しく思います。
日本橋美人の皆さまをはじめ、ご来館いただく全てのお客様
に信頼されるよう万全を尽くしサポートをしてまいります。

【応募期間：3月20日～6月19日】

名

www.tokyochuo.net/news/present

Information

老舗の果物店が手掛けた、お洒落で上品なアソート
ボックスは、人気のスウィーツが少しずつ詰め合わ
せてあります。
手土産や自分への
ご褒美にプチ贅沢
をして楽しんでいま
す。
フルートジェリー2個
フルーツフィナンシェ3個

1,620 円

になるために
努力していること
私は時間ができると銭湯巡りをして、癒されていま
す。地元の銭湯は温泉なので、冷え性も解消され
リラックスできます。
個人で楽しむスパなどとは違って、お客さん同士
が気軽にコミニュケーションがとれますし、人生の
大先輩のお話を聞けるのも
銭湯の魅力のひとつです。
常連の年配の方々のお肌は
つやつやなので、
美容にも良
いのかもしれません。
心身ともにリフレッシュして
います。

企業プレゼント

10

千疋屋総本店 日本橋美人 果実やすめ
日本橋室町2-1-2三井タワー１F 千疋屋総本店
営業時間 : 10:00～19:00
http://www.sembikiya.co.jp/

わたしのおススメ情報

ミルクソフトクリーム無料券(２枚組)

お気に入りの

（右から）千谷圭・江口和伸・久我裕一朗

銀座ライオン

八重洲地下1番通り

TEL03-6214-3636 無休 営業時間 11:00～22:30 ( L.O. 22:15 ) /土 11:00～22:00 ( L.O. 21:45 ) /日祝 11:00～21:30 ( L.O. 21:15 )

ABCマート

外堀地下2番通り

TEL 03-3275-0960 無休 営業時間 10:00～20:00

北海道フーディスト

八重洲地下1番通り TEL 03-3275-0770 無休 営業時間 10:00～20:00

Nihombashi SelectionGift

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

江戸
（東京）の地域ブランド

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”女性をささえるために２００５年に名店、企業、ホテルな

のご紹介
MAP 53

割烹日本橋とよだ

矢の根寿司

1

ロイヤルパークホテル店 MAP

どと協力して誕生、２０１７年には「日本橋美人やすめ」シリーズをニューラインナップしました。
※表示価格は全て税込です。

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。
837kcal

3,564 円(サ込）

オーベルジュ・ド・ニレーヌ(ホテルかずさや)

1

MAP

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。
※ランチタイム限定 380kcal

日本橋美人ランチ

MAP 94

※リニューアルにつき、5月6日まで。

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。
本紙持参でお食事の方に限り、シャーベットを
サービス。5月6日まで。

2,970 円(サ込）

※ランチタイム限定 439kcal

972 円

MAP 37

山本山 喫茶室

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

日本橋美人カクテル

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。

98kcal

500 円

MAP

1

1,663 円(サ込）

※月～土の
ランチタイム限定
写真はイメージです

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

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！

1

千疋屋総本店

日本橋美人
ＳОＹシェイクバナナブレンド
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。
247.6kcal

1

MAP

千疋屋総本店

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。

1

MAP

日本橋美人いちじくジャム

日本橋美人はちみつ

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。

古来より、はちみつは高貴な人々に愛され
てきました。その昔は、千姫が嫁入りに持
参したと伝えられているほど。三重県桑名
周辺の春の花を合わせた、風味豊かなはち
みつです。

MAP 29

山本海苔店

1,080 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

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。

ボンクール/榮太樓總本鋪

MAP 13

15

日本橋美人なごみあんぱん1

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。

195 円(税別）

にんべん

310kcal

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。

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。

(二切)(三切)(八切)

45.1kcal（1袋当） 各種

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。

132kcal（60ｇ当たり）

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

MAP

1

スイーツ&ベーカリー 粋

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。

山田松香木店「香の調べ」MAP 9
日本橋髙島屋７Ｆ呉服サロン

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
女性の美しさをサポートしてくれます。

資生堂ビューティサロン

8

日本橋美人パルメザンフランス

日本橋美人香

日本橋美人Qiベーシックフェーシャル

フランスパンの生地にバターと粉チーズを
丁寧に織り込んで、ふっくらと風味豊かに
焼き上げました。

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。

715kcal

195 円(税別）

432 円

756～1,620 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）

540 円

7,560 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

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。

美味しいパンとワインがあれば、心も身体も大満足。

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。

■
「日本橋美人やすめ」シリーズ

※表示価格は全て税込です。

◆小津和紙【日本橋美人あぶらとり紙】432円

【日本橋美人 百市の柿酢 】1,944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"】

心やすめ
・・・安心させること

お詰め合わせです。ひと息ついてリフレッシュ、
やさしく癒されて・・・・ますます美しく生活することを提案します。
名店が誇る選りすぐりの心のこもった逸品で、贅沢で美しいひとときをお楽しみください。
千疋屋総本店

MAP

1

山本海苔店

MAP 29

羽やすめ
・・・飛ぶのをやめて

羽をやすめること

・・・心 身 を 楽 に す る こ と

◆千疋屋総本店【日本橋美人梅酒(Plum Wine）】1,296円

息やすめ
・・・仕事の間に

一休みすること

「日本橋美人 やすめ」シリーズは、それぞれのお店の上質でこだわりのある品の

◆割烹 嶋村【日本橋美人会席 】3,800円

大サイズ 9,936円 、小サイズ 6,048円

MAP

コレド日本橋店

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。

2

MAP

日本橋美人 梅しそ御ふりかけ

464 円

日本橋美人あんぱん

215kcal

2

147kcal（60ｇ当たり）

日本橋美人 鰹節御ふりかけ

化学調味料・保存料・着色料は
使用していません。

MAP

日本橋美人 ひじき御ふりかけ

1,620 円

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。

にんべん

日本橋美人 焼きたて海苔

294kcal
（100ｇ当たり）

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１4日まで。

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。

123kcal
（100ｇ当たり）

580 円

にんべん

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。

榮太樓總本鋪

手やすめ
・・・手をやすめること

MAP 13

日本橋美人 果実やすめ

日本橋美人 海苔やすめ

日本橋美人 飴やすめ

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。 （販売期間4/1～6/30迄）

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。

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

1,620 円
日本橋美人商品・日本橋美人やすめ お問い合わせ先
● 商品の詳細については、各企業にお問い合わせください。

454 円

432 円

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時まで】

FAX 03-5859-5182

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。

●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。

2018.3月〜 2018 . 6月

日本橋髙島屋
〜3/19
3/21〜26
3/28〜4/2
4/4〜9
4/11〜23
4/25〜5/7
5/9〜14
5/16〜21
5/23〜29

魅惑の輝き 黄金展〈展示・即売〉
第47回 大いわて展
第70回 東西名匠老舗の会
春の味百選
応援ありがとうございます！羽生結弦展≪入場無料≫
半年に一度のメンズバーゲンフェスティバル
【同時開催】
紳士服イージーメード２着セール
第16回 やまがた展
第39回 〜この道ひとすじ〜日本の伝統展
第17回 大九州展

にんべん日本橋本店

三井記念美術館

3/16〜4/15 日本橋桜フェスティバル

2/10〜4/8
4/21〜6/17

桜柄ラッピングサービスを実施予定！

4/28〜5/6

GWフェア

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。

5/1〜13

お母さんへの日頃の感謝の気持ちをこめて、にんべんの

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、清見オレンジパフェ、
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デーフェア
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）

八重洲地下街
〜4/30
ゆく人。くる人。飲みたい人。歓送迎会大特集
3/22〜4/10 ヤエチカスプリングフェスタ
○スニツー スニーカー通勤でもっと便利に快適に！
！
○健康・栄養バランス満点ランチ
○何が出るかな？ヤエポン
※クーポン配布は期間中2週間の予定

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
3/23 演題：
「食べたくなる、
おすしの話」
講師：吉野 正敏 氏（吉野鮨本店 五代目）
4/20 演題：
「平家物語〜語りと波紋音〜」
講師：金子あい（語り芝居）
、永田砂知子（波紋音）
５/30 演題：
「仮想通貨の将来性：ビットコインの光と影」
講師：中島 真志 氏（麗澤大学 経済学部 教授）

日本橋三越本店
〔本館7階催物会場〕

〜3/19

3/21〜26
3/28〜４/2
3/28〜４/9
４/４〜9
4/11〜19
4/20〜30

第19回 世界の万年筆祭
第18回 鹿児島展
春のリビング感謝祭
江戸東京 味・技めぐり
三越の振袖大祭典
第73回 春の院展（有料）
〜楽しきかな、わ・が・し〜 第72回 全国銘菓展
三越イタリア展
三越 紳士ファッション大市

〔新館7階催物会場〕

3/21〜26
3/28〜４/9
4/11〜19
4/20〜23
4/25〜30

春のクラフトフェア フォンテーヌコレクション
第73回 春の院展（有料）
三越イタリア展
レディス＆メンズイタリアファッションバザール
ゴルフ＆スポーツ大祭典
第58回 東日本伝統工芸展

3/20・4/17・5/15 Let's茶の湯 茶道体験
ホテル５階の茶室「耕雲亭」
で、
緑豊かな日本庭園が
織りなす四季折々の景観を眺めながら、
気軽にお茶会
を楽しみませんか。

贈り物はいかがですか。いつもの料理をもっと美味しく
する献立作りのお助けアイテムを多数揃えています！

父の日フェア

こだわり派のお父さんには、
「鰹節削り器」
がオススメ！

【時 間】11：00〜/12：00〜/14：00〜/15：00〜※各回15名様

桐製の削り器は、
職人の技が光る逸品。本物志向のお父

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

ロイヤルパークホテル

母の日フェア

6/4〜17

【参加費】1回/お一人様2,000円（薄茶一服・干菓子付/税・サ込）

さんも気に入ること間違いなし。

【講 師】
本山宗晴氏（江戸千家・大内宗心茶道教室）

※毎月24〜月末までは月末セール。

4/28〜5/6

【会 場】１階 シェフズダイニング「シンフォニー」
【料 金】ランチ

3/14〜27 春の謝恩特別販売

6/1

シンフォニーＧＷファミリーブッフェ

【時 間】ランチ 11：30〜14：30／ディナー 17：30〜21：00

山本海苔店

５月上旬

三井家のおひなさま 特集展示 三井家と能
没後200年 特別展
大名茶人・松平不昧−お殿さまの審美眼−

新商品や期間限定の特別商品を取り揃えております。

5/4・6

初夏の特別販売会

この季節だけの特別商品や限定商品をご用意いたしており
ます。

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
6/上旬〜 お中元福引抽選会
ご来店で、
お品代3,240円お買上げにつき1回。

大人5,500円／お子様（４〜12歳）2,500円（税・サ込）

ディナー 大人7,500円／お子様（４〜12歳）3,000円（税・サ込）

こども体験＆ホテルブッフェ
ホテルのシェフやパティシエが、
丁寧に教えてくれるので
安心です。体験の後は、
人気のローストビーフをはじめ、
前菜からデザートまで豊富なメニューのホテルブッフェを
ご家族でお楽しみください。
【時 間】午前の部 10：30〜12：00／ブッフェ12：30〜14：00
午後の部 15：30〜17：00／ブッフェ17：30〜19：00

【体験コース】5/4・6 午前の部 パティシエ／フレンチシェフ
5/4

5/6

午後の部 パティシエ／日本料理人

午後の部 パティシエ／中国料理人

【料 金】大人6,000円／お子様（４〜12歳）9,000円

お江戸日本橋舟めぐり

（体験料金・ブッフェ料金/税・サ込）

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（歴史ガイド、特製古地図のルートマップお土産付き）

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

CAFE SALVADOR BUSSINESS SALON ( 平和不動産 )

※扇橋閘門耐震補強工事のため小名木川、634（ムサシ）
コースは運休（〜2019年3月まで）

3/28〜4/8 季節特別便『お江戸日本橋舟めぐり 花見舟』
・全３コース 桜の美しく咲く深川界隈を中心にめぐります。
※お問合わせ・開催日程など詳細はホームページをご参照ください。
TEL 03-3668-0700【受付時間 平日9:00〜12:00／13:00〜17:00】
http://www.edo-tokyo.info

3/27
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Special KABUTO会議 [兜LIVE!×東京人]
〜兜町・茅場町の魅力掘り起こし〜 19:00〜20:30

都市出版をゲストにお呼びして、
「東京人 ２月 増刊号 兜町 ・
茅場町を楽しむ本」
の制作秘話やこぼれ話などお伺いします。

3/31

兜LIVE！週末ランチ会
@イタリアンレストラン「トラットリアカヤバッチョ」12:15〜14:00
日本橋兜町・茅場町の美味しいランチと、
街の特徴や歴史をシェ
アできるコミュニティイベント。2〜3ヶ月に１回開催中。

榮太樓總本鋪

4/７

３/30・4/27・5/25
榮太樓の日
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
4/27
創業祭
あんころ餅の振る舞いを行います。
14:00〜 先着500名様

兜LIVE！金運スポット巡り＆桜まつりツアー
＠カフェ・サルバドル（集合場所）時間未定
日本橋兜町・茅場町の有名スポットを訪れる街歩きイベント。
桜まつり開催場所で解散。

4/16〜22 兜LIVE！兜町・茅場町のボタニカルイベント「KABOLO」
＠カフェ・サルバドル 11:00〜20:00

出展者によるワークショップ、
トークセッション、
作品の展示・販売。

①4/28・②

5/19・③ 6/2 兜LIVE！日本酒セミナー 蔵元トーク

蔵元（①楯の川酒造・奥羽自慢②大沼酒造店③水戸部酒造）
から、
お酒や酒蔵のこだわりについての話。試飲も有ります。

6/5

兜LIVE！FinTechが描く未来@東京証券取引所
日本銀行が、FinTechについて分かりやすく解説。

（順次公開） http://kabuto-live.com/
※詳細はホームページをご参照ください。

3/16 ～ 4/15

日本橋桜フェスティバル

4/6 ～ 8

日八会さくら祭り 2018

3/25
4/7
4/8
5/5

5/28

6/ 上旬～中旬

■
「宝探し」イベントや「ニホンバシ桜屋台」など、多彩なイベントを実施。

甘酒横丁 桜まつり

■甘酒横丁に交差する浜町緑道にて甘酒の無料配布（数量限定）や福引など。
■桜通りにて桜のライトアップ、模擬店の出店やライブイベントなど。

人形町大観音寺 花まつり

■人形町大観音寺前にて甘茶と御菓子のサービスやお楽しみ抽選会を開催。

春の名橋「日本橋」まつり

■
「日本橋」橋詰広場にて日本橋の老舗や各団体の名産品の販売など。

水天宮例大祭
小網神社

■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。

御鎮座 552 年例大祭

日枝神社例大祭

山王祭 神幸祭

■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。
■2 年に一度の大祭。300m の祭礼行列が都心を練り歩く王朝絵巻「神幸祭」など。

第11回

同時開催 第 7 回

火 開催決定
9/21(金) ～ 10/9 (火)

これらの事業は新たにパビリオンを建てずに、東京都中央、千代田、港、墨田区の名店、企業、ホテル、
神社仏閣や文化・観光施設など、既存の約６０ヶ所の施設がパビリオン（会場）となり、江戸から続
く伝統や文化、芸術を紹介する秋の一大イベントです。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。同時に催す「
“江戸”書道展」は、
「江戸から連想する言葉」
「世界の国々
を漢字で書く」を題材に公募を行い、
入選作品はパビリオン（会場）の展示と「ネット展示」を行います。

スポンサーご協力のお願い
「EDO ART EXPO」
「
“江戸”書道展」の開催にあたり、
共催・協賛、広告掲載や、書道展においてスポンサー
企業の名称を冠した企業賞（賞品）のご協力をお願いし
ております。詳細は下記の事務局までお問い合わせください。

映像「 EDO ART EXPO ～ 10 年のあゆみ 」を公開中

NPO 法人 東京中央ネット事務局

TEL 03-5859-5188【平日 10 時～ 17 時迄】

5/21月

応募締切
応募に必要な応募票は、3月下旬より
「EDO ART EXPO」の公式ホームページからダウンロードできます。

