た大砲の砲身の煤を掃除するブ

を活用し、
「御台場」に設置され

を受け、代々が培ってきた技法

幕末期の七代目は幕府の要請

たのを創業年にしています。

刷毛」の専門店として店を構え

賜り、日本橋大伝馬町に「江戸

将軍家から「江戸屋」の屋号を

の時代 、１７１８（享保 ３）年に

たようです。八代将軍・吉宗公

師刷毛や白粉刷毛を手掛けてい

口利きで、江戸城で使用する経

めました。大城屋という商人の

毛師利兵衛」を名乗り商売を始

京都へ赴いたのち、江戸で「刷

家継公の時世に刷毛師の修行で

濱田 弊社の初代は七代将軍・

濱田捷利社長にお話を伺います。

門店、株式会社江戸屋十二代目・

では最も古い刷毛・ブラシの専

業３００年を迎えられた、東京

刊 周年を記念して、本年で創

の「日本橋都市観光マップ」創

は「日本橋美人新聞」と共に発行

山田 今回の巻頭インタビュー

あ り ま せ ん が、

語源は定かでは

日本での刷毛の

ら れ て い ま す。

に出来たと考え

に、自然発生的

要が生じたとき

のは物を塗る必

ね。刷毛そのも

しゃっています

と、常 に お っ

る ものを創る 、
縁の下 の 力 持 ち 」

山田 「刷 毛 は 道 具 だ が 魅 力 あ

ます。

文献上は平安

暖 簾 を 引 き 継 ぎ 現 在 に 至ってい

導を受け、１９７９（昭和 ）年に

もとで礼儀や経営などの厳しい指

く受け入れておりました。先代の

の継承については何も迷うことな

見ながら成長しましたので、家業

毛やブラシの製造の過程を傍らで

の場となっています。私自身は刷

に弊社に入り、以降はここが生活

学商学部商業学科を卒業後は直ぐ

日本橋に通っていました。日本大

た埼玉県与野市で生活をしながら

に生まれたのちは、疎開先であっ

濱田 私は１９４３（昭和 ）年

れたと伺っております。

げ、 歳の若さで十二代目を継が

山田 濱田さんは当地で産声を上

守り立ててまいりました。

して、戦後の荒廃を乗り越え店を

したため祖母・花子が十一代目と

十代目になりましたが、父が夭折

ので、親戚筋にあたる私の祖父が

した。九代目に実子がいなかった

ラシなど業務のニーズが拡大しま

ブラシに加えて、軍艦のデッキブ

なった日常用の

に伴い必需品と

様式の西欧化

かけになり、明

９日の開催が決まっております。

戸 〟書道展」は、９月 日～ 月

山田 本年の「 EDO ART EXPO
／
東京都の児童・生徒による〝 江

す。

お力添えできればと思っていま

し て お ら れ る「 EDO ART EXPO
」
のような事業には、微力ながらも

作るのは大切です。貴団体が継続

を深め親しんでいただける機会を

が江戸の伝統や文化に触れ、理解

が多くなってきました。海外の方

で、日々、各国のお客様のご来店

また訪日外国人が急増する中

だと実感しています。

く育成することも私の役割の一つ

ある職方の後継者を、一人でも多

上がっていくのです。減少傾向に

術に支えられ、高品質な製品が仕

寧に作っています。この確かな技

人）が一本一本に誠意を込めて丁

こだわった弊社の品物は、
職方（職

広がってきました。天然の素材に

販の普及を背景に、お客様の幅も

意識の高まりやインターネット通

近年はエコやオーガニックへの

ります。

し、取扱商品は約３０００種類あ

用品の刷毛とブラシを製造・販売

だわり、多種多様な業務用から日

代々受け継がれた技法や素材にこ

塗装刷毛の七種類です。弊社では

毛、漆刷毛、木版刷毛、白粉刷毛、

は 経 師 刷 毛、 染 色 刷 毛、 人 形 刷

として江戸刷毛に認定しているの

濱田 現在、東京都が伝統工芸品

ね。

の名の由来になっているようです

称で紹介されたことが、江戸刷毛

用糊刷毛を「江戸刷毛」という名

学書「万金産業袋」の中で、表具

１７３２（享保 ）年発行の商品

逸治話
を 綴 るにも白粉刷毛の名が出てきます。
時代には生活

す。これがきっ

「 EDO ART EXPO
」では中央区、千
代田区、港区、墨田区の名店、企業、

れ、同時代の歴史物語「栄花物語」

を塗るのに用いられたと記録さ

し、お祭り価格

頭前に露店を出

立つ 月 、

いるので、市の

の会長も務めて

橋恵比寿講べっ

す。私は「日本

と感心していま

しゃるのは、大

続けていらっ

本古来からの文化を守る活動を

ません。
「毛筆で書く」という日

機会が少ないのは、残念でなり

濱田 今の子供たちが筆を持つ

とになっています。

場などで、ご協力をいただくこ

うか。御社にも浮世絵の展示会

の発想を評価に加えた点でしょ

する「書道」に、子供たちなり

のは文字を書くことで美を表現

しました。他の書道展と異なる

た３２３点の企業賞を展覧いた

ポンサー企業が授与して下さっ

上の応募作品の中から

社のス

に公募し、昨年は２０００点以

界の国々を漢字で書く」を題材

は「江戸から連想する言葉」と「世

戸の美意識」をテーマに伝統や文

所がパビリオン（会場）となり「江

いの美しい女性が「日本橋美人」

んで違和感のない、立ち居振る舞

きました。そんな日本橋に溶け込

らっしゃる大人の街だと感じて

の整った、品位のある方が多くい

濱田 私は日本橋は身だしなみ

な女性だと思われますか。

「日本橋美人」とは、どのよう

アーブラシ」が発売されます。

社からも「日本橋美人携帯用ヘ

ジェクトを展開しております。御

ミングでも、多岐にわたるプロ

域ブランド「日本橋美人」のネー

山田 私たちは江戸（東京）の地

う憩いの場です。

パートは、一人でも出掛けてしま

す。同時に催す「〝 江戸 〟書道展」 くも楽しい想い出です。今もデ

化、芸術に関わる展示を行いま

であると思い做しております。

嬉しくてたまらなかった、懐かし

で遊ばせてもらいました。幼心に

とへ行く度に三越の屋上遊園地

濱田 子どもの頃は、祖父母のも

が、他にもございますか（笑）
。

お気に入りのスポットでしょう

ですね。もちろん店舗は日本橋の

らもご覧になっていただきたい

が趣きのある看板建築です。そち

化財の指定を受けた石造風の壁

た御社の建物は、国の登録有形文

山田 関東大震災後に再建され

めにどうぞ（笑）
。

に売り切りになりますので、お早

い。筆は人気があり、出すとすぐ

す。ぜひ、皆さまもお越しくださ

でセールを行い盛り上げていま

まずは御社の沿革と事業につ

衣

撮

裳 ／ 竺仙

影 ／ 小澤

正朗

ヘアアレンジ・着付け ／ 林

さやか

撮影協力 ／ ロイヤルパークホテル

軽くて涼しい高級ゆかたの絹紅梅は、絽の半襟や足袋を履く着こなしで
お出かけ着としても活躍します。竺仙の伝統柄である蔦文様を、あざやか
なピンクに染め上げた個性的なゆかたに、博多献上の名古屋帯をすっきり
と合せ、可愛らしさの中にも大人の落ち着いた品を演出しました

着こなしポイント

62
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54

15

いてお聞かせください。

すす

20

たら市」保存会

19

日 に 毎 年、 店

10

No.
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r
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Sum

トップインタビュー

ラシを開発したと聞いておりま

時代の辞書「和

ホテルや文化・観光施設の約 カ

変に素晴らしい

妙類聚抄」に漆

10

60

21

相手の立場になり、考えてみる事を心
掛けております。 製品づくりも同様
に常に使う人の身になって、
一本一本
に誠意を込めて製作しています。

36

株式会社江戸屋 代表取締役
1965 年 日本大学商学部商業学科卒業
同年
㈱江戸屋入社
1979 年～ ㈱江戸屋代表取締役社長
座右の銘 「誠実」

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

( はまだかつとし )

濱田捷利
( やまだあきこ )

山田晃子

2018 夏号
Since 2006

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）2018.6.15

17

西川ユカコさん
昭和西川株式会社

21

http://www.showanishikawa.co.jp/

日本橋で働く女性のおすすめ情報

昭 和 西 川 株 式 会 社、専 務 取 締 役の西 川ユカコと申 し

ま す。弊 社は快 眠 寝 具の会 社で１９７１（昭 和 ）年に

理想の寝具といわれる「ムアツふとん（ muatsu
）
」を生み

出しました。

おかげさまで健康敷きふとんの元祖かつ日本一のロン

じょく そ う

グセラーとして、累計４００万台以上をご愛用いただい

ております。実は「ムアツふとん」は、病 院 で「褥 瘡（床

ずれ）に悩む患者様を楽にしてあげたい」との想いから開

発されました。ふとんの表面が凹凸で、
よく見ると卵が

たくさんあるように見えます。このタマゴ型のフォルム

は、
宇宙ロケットからインスピレーションを得ています。

ロケットの先端の丸みは、大気圏に突入する際に最も抵

抗が少なくなるよう計算されたもの。それならば、「寝

ている人の体重圧も効果的に分散できるはずだ」という

仮 説 を 立 て、研 究 が 始 まりまし た。相 当 な 緻 密 さで構

造を計算し、仮説と実証を３年にわたり繰り返し、全国

１００カ所以上の病院に納入したところ、「あまりに快

適なので退院後も自宅で使用したい」という、患者様の

ご要 望により市 販 が 始 まったのです。宇 宙 開 発 か ら医

療 現 場、医 療 現 場からご自 宅での快 眠へ。そして、今日

に繋 がっています。今 も私 たちは更 なる「上 質 な 眠 り」

のために、半年ごとに商品を進化させ続けています。こ

の商 品の特 長 は、使 用 し た 方 々 が「腰 痛 が な くなった」

「疲れが取れる」「熟睡できる」など、
感動して近しい人に

勧め、
口コミで広げていただけることです。

お客様から好評価をいただけるのは、
弊社の先代をは

じめＯＢ、
ＯＧが共に力を合わせ、道を切り開いてくれ

たおかげだと実 感しています。この感 謝の気 持 ちを忘

れず、「喜んでいただける」という嬉しさを大切にしなが

ら、「健康になれるもの」「感動できるもの」をこれからも

追求し続けてまいりますので、どうぞ引き続きご愛顧の

ほどよろしくお願い申し上げます。
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昭和西川株式会社
専務取締役

Edoventure Cruise
日本橋のたもとに船着き場があるのをご存じですか？
心地よい風、スピード感、時折かかる水しぶき、素晴らし
い景色…陸からは全く想像もつかない「感動」が待ってい
ます。
「Edoventure Cruise」では都会的で洗練されたクルーズ
を楽しめます。特にオススメは乗船中「モエ・エ・シャンド
ン」フリーフロー（飲み放題）のコース。お友達同士で貸切
って大騒ぎするのもよし、壮行会に使ったり、彼や旦那様
としっとりロマンティックに過ごすのもよし。いずれにして
も、高揚感マックスで最高の時間を過ごせること間違いな
しです。

社内ショールーム

お気に入りの

ロイヤルパークホテル B1F 桂花苑

日本橋美人“美肌粥”御膳

中央区日本橋蛎殻町2-1-1
営業時間 : 11:30～14:30、17:30～21:30
土 11:30～15:00、17:30～22:00
https://www.rph.co.jp

桂花苑は世代を問わず人気のある、本格的な広東料理
がいただけるスタイリッシュな雰囲気のレストランです。
「日本橋美人
“ 美肌粥 ”御膳」は、料理長が特別に
考案されたとか。ヘルシーながらも贅沢な食材の入った、
美しい彩りの薬膳食を楽しんでいます。

隅田川テラス
隅田川の両岸 28ｋｍが「隅田川
テラス」として整備され、ベンチ
があるのでのんびりしたり、お散
歩にぴったりなコースになってい
ます。信号がないので、ランナー
の方にも最適。
ゆっくりと川が流れる様子、屋形
船や水上バスが往来するのを見て
いると、ものすごくリフレッシュし
ますよ。

わたしのおススメ情報
「シュークリー」のレーズンサンド
シュークリームの名店ですが、私は「レーズンサンド」
が好き。クッキー生地、クリーム、レーズンの味と割合
のバランスが絶妙なんです。そしてバニラビーンズが入っ
ているのも嬉しいです。アクセントにちょっぴり甘酸っぱ
い木苺が入っているので、いつ食べても新鮮な驚きが。
どなたに差し上げても喜ばれる、日本橋「手土産」の隠
れた名菓です。

企業プレゼント

日本橋美人“美肌粥”御膳

になるために
努力していること
お恥ずかしながら、美容と健康は
「他力本願」
したくて。
手前味噌になりますが「muatsu Sleep Spa」で寝れ
ば、すぐに疲れが取れるし、頭もスッキリ。
どんなに忙し
くても朝になれば元気で、体調が良くて気分がいい。
「何を使うか」で結果が 10 倍にも 20 倍にもなること
を仕事上知っているので、
日々、
情報収集＆
「優秀な道具」
を
たくさん活用して、
「日本橋美人」
を
目指しています
（笑）
。

弊社の
「ムアツシリーズ」
は、オリジナル商品として 1971年の
発売以来、
累計の販売台数は 400万台以上で、
著名人の方々
からも高い評価を得ています。
「日本橋美人」
の皆様には、ぜひ弊社のムアツふとんをご愛用
くださり、「睡眠の質の改善」と「疲労感軽減効果」で上質な

座ムアツ（クッション）

2

【応募期間：6月20日～9月19日】

www.tokyochuo.net

2,970 円(サ込)

睡眠を作り、「心と身体の美しさ」を実感いただければと思
います。

名

Information

Edoventure Cruise

シュークリー

販売本部

東京都中央区日本橋１丁目９

池田孝次

TEL 03-6869-9806

中央区日本橋人形町１丁目５－５

http://www.edoventure-cruise.com/

TEL 03-5651-3123

定休日：日

営業時間 9:30～19:00

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。

のご紹介
MAP 53

割烹日本橋とよだ

矢の根寿司

ロイヤルパークホテル店 MAP

1

海鮮ばらちらし「日本橋美人セット」 日本橋美人会席

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。

3,564 円(サ込）

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。

割烹 嶋村

日本橋美人「彩御膳」

837kcal

「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

ロイヤルパークホテル B1F 桂花苑

MAP

日本橋美人“美肌粥”御膳

1

嘉永三(1850)年創業の銘店。
先付「空蒸し」/向「刺身」/鉢「真鯛のかぶと煮」
/台「金ぷら」/留「食事」/甘味「凍菓子」
と多彩
な品数が堪能できます。
※ランチタイム限定 975kcal

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。

3,800 円(サ込）

※ランチタイム限定 380kcal

MAP 37

山本山 喫茶室

2,970 円(サ込）

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

1

MAP

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

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

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

1

千疋屋総本店

2

215kcal

156kcal
（100ｇ当たり）

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。

にんべん

MAP

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

2

にんべん

化学調味料・保存料は
使用していません。

132kcal（60ｇ当たり）

8

日本橋美人Qiベーシックフェーシャル

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。

MAP

2

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。

日本橋美人携帯用ヘアブラシ
厳選された天然の毛と熟練した匠の技から
生まれたブラシは、美しい髪を保つ必需品
です。江戸千代紙の老舗「いせ辰」の江戸桜
(ソメイヨシノ)の巾着付ですので、携帯用
や贈り物にも最適です。

5,400 円

動物毛のブラシは艶のある髪とスカルプマッサージに
優れた、女性の美髪をつくる名品。

日本橋髙島屋７Ｆ呉服サロン

日本橋美人パルメザンフランス

日本橋美人香

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。

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。

45.1kcal（1袋当） 各種

化学調味料・保存料・着色料は
使用していません。

648 円

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。

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。

715kcal

432 円

美味しいパンとワインがあれば、心も身体も大満足。

■
「日本橋美人やすめ」シリーズ
「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

756～1,620 円

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。

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

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。

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：7/1～9/30迄）

●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。
【日本橋美人はちみつ】1,620円

山田松香木店「香の調べ」MAP 9

(二切)(三切)(八切)

羽やすめ
・・・飛ぶのをやめて

贅沢で美しいひとときをお楽しみください。

7,560 円

◆千疋屋総本店

1

MAP

スイーツ&ベーカリー 粋

名店が誇る選りすぐりの心のこもった逸品で、

【オプション】日本橋美人
フォルミングボディー

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。

ロイヤルパークホテル1F

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。

MAP 47

江戸屋

10,800 円

30分

195 円(税別）

540 円

日本橋美人
Qiベーシックフェーシャル
60分

MAP 29

山本海苔店

日本橋美人 焼きたて海苔

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。

山本海苔店

日本橋美人 海苔やすめ

羽をやすめること

榮太樓總本鋪

MAP 29

・・・心 身 を 楽 に す る こ と

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。

310kcal

231kcal（80ｇ当たり）

464 円

MAP

195 円(税別）

540 円

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。

資生堂ビューティサロン

15

151.69kcal

「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。

コレド日本橋店

MAP 13

ボンクール/榮太樓總本鋪

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。

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。

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。

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。

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。

日本橋美人 鰹節御ふりかけ

464 円

MAP 13

神奈川県小田原産「白加賀」と
地酒「曽我の誉」で作った
こだわりの梅酒です。
梅のエキスと辛口日本酒の
キレが、あっさりとした
口当たりです。

日本橋美人 梅しそ御ふりかけ

147kcal（60ｇ当たり）

ボンクール/榮太樓總本鋪

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。

日本橋美人 ひじき御ふりかけ

化学調味料・保存料・
着色料は使用してい
ません。

1

日本橋美人なごみあんぱん1

1,296 円

MAP

MAP

日本橋美人あんぱん

1,080 円

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。

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。

日本橋美人梅酒(Plum Wine） 日本橋美人梅酒ジェリー

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１4日まで。

にんべん

千疋屋総本店

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。

日本橋美人いちじくジャム

123kcal
（100ｇ当たり）

580 円

高タンパク、低脂肪の鯛はビタミンやミネラルを含み
疲労回復や美肌効果が期待できます。

手やすめ
・・・手をやすめること

MAP 13

日本橋美人 飴やすめ

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。

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。

◆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

日本橋美人商品・日本橋美人やすめ お問い合わせ先

1,545 円

● 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【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！

454 円

432 円

2018.6月～ 9月
●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。

日本橋髙島屋

6/13〜18
6/20〜25
6/27〜7/9
7/11〜16

八重洲地下街
6/20〜7/10 夏の大抽選会
当たり総数5万本以上！
3,000円のご利用ごとに、1回くじ引きができる
恒例福引企画。今回は、最新家電や稲川淳二の
怪談トークショー、3万円分のヤエチカご利用券
などを景品にラインナップ。
抽選場所：八重洲地下街メインアベニュー特設抽選所
抽選時間：10：00〜21：00

※最終日7/10は21：30まで

6/29〜7/10 ヤエチカサマーセール

ファッションアイテムや雑貨がプライスオフ

千疋屋総本店
～7/15
7/16～8/6
8/7～31
9/1～完売迄
9/1～17
9/1～30
9/1～11/6
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 敬老の日フェア
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

7/11〜23
7/18〜23

7/24〜30
8/1〜13
8/1〜6

8/8〜13
8/15〜21
8/15〜27
8/22〜27
8/29〜9/3
9/5〜17
9/12〜17

第62回とっておきの山形展
パールフェア
夏のレディスファッションバザール
ワコールスペシャルバザール
日本の職人 匠の技展
鈴木英人の世界展
レディスフォーマルバザール
ペルシャ絨毯バザール
大黄金展
日本橋ゆかたガーデン 2018
凛ー日本橋美術市2018ー
日本のアートジュエリー展
夏のメガネフェア
夏の食品バザール
大壱万均一
熱く、元気なあの時代  1980年代展
おとなこども博
Hajimarino Festival
クラフトフェア
家具・インテリアバザール/ペルシャ絨毯バザール
ジュエリー＆アクセサリーバザール
ジェントルマンズオーダーセレクション
第21回三越ワールドウォッチフェア
三越の振袖大祭典/三越の七五三お祝着大祭典
深雪アートフラワー展
英国展
おへそ的、買い物のすすめ展

にんべん日本橋本店
6/9〜7/15

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

8/1〜8/19

100円で販売します。

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

それいけ!アンパンマン ショー
【第二部】
「なきむしヒーローとゆうきのきし」

【第三部】
撮影会

昼の部：受付 11:00~

夜の部：受付 16:00~

大人：¥9,500／小学生：¥4,500／幼児(3歳~)：¥3,000

※ブッフェ料金、ショー、撮影会、サービス料(10%)、消費税を含む。

■お問い合わせ／イベント専用ダイヤル

03-3667-6378（受付時間10:00～19:00）

■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

三井記念美術館

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、

6/30〜9/2

特別展 金剛宗家の能面と能装束

コレド日本橋／コレド室町1・2・3
6/25〜7/8 サマーセール
6/25〜27【コレド室町～６/28迄】
サマーナイトポイントアップ
各日18：00〜閉館時間まで。

三井ショッピングパークカード《セゾン》
でカード支払

いいただくと、通常100円で2ポイントのところ、3ポ

イント。三井ショッピングパークカードは通常100円

贈られた相手がきっと笑顔になる、
特別なギフトがた

FinGATE KAYABA（平和不動産）

帰省土産フェア

７/4        兜LIVE!「日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ」
（4回目
  
姿）＠FinGATE KAYABA 16:30～18:00
9/8        兜LIVE!「日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ」
（5回目
  
正雪）＠FinGATE KAYABA 16:30～18:00

くさん揃っています。

田舎や故郷への帰省シーズンです。

手土産には、
東京・日本橋の商品を選んでみてはい

※各日10時より ※400箱限定

かがでしょう。

山本海苔店
〜7/13まで

〜8月中旬

6/22～7/6    人形町商店街中元大売出し

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

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。
ギフト券やお食事券ほか各種商品をご用意。

6/28, 29【コレド室町６/29のみ】
プレミアムフライデーポイントアップ
〔新店情報〕 コレド日本橋4F

          「寿司・海鮮料理 日本橋まぐろ人」
オープン

熟練した職人が、こだわり抜いた食材で安心、安全、感動

をお客様にお届けしたい。旬の食材と粋な空間で日本
伝統の寿司を楽しく食す。本物をご堪能ください。

6/30    夏越の大祓

 小網神社 http://www.koamijinja.or.jp/

帰省土産承り

7/1    第27回大江戸問屋祭り

笑顔と一緒にふるさとへお届けください

7/6    第34回七夕ゆかたまつり

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/
 きものシティ東京実行委員会

    https://www.tafs.or.jp/7n_yukata.html

で1ポイントのところ、2ポイントに。

6/1

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  TEL03-3270-6661
6/19 演題：気象と防災―情報の活用
講師：半井 小絵 氏（気象予報士・キャスター）
7/27 演題：もっと知りたい能の世界
講師：浅見 慈一 氏（能楽師）
8/29 演題：石橋湛山なら今、
こう言うだろう
  ー日本橋が生んだ悲劇のジャーナリスト宰相
講師：浅野 純次 氏（経済倶楽部理事）

にんべんの贈り物をどうぞ。

榮太樓總本鋪
6/29・7/27・8/24

日本橋倶楽部

日本橋三越本店

髙島屋のお中元  ばらのギフトセンター
半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル
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

〜7/16
7/11〜16
7/18〜23
7/25〜8/6

●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。

お江戸日本橋舟めぐり

7/6～9/24    ECO EDO 日本橋2018～五感で楽しむ、江戸の涼～

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）

※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）

■お問い合わせ・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

 ECO EDO 日本橋 実行委員会、
名橋「日本橋」
保存会

    http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2018/
7/22   日本橋橋洗い

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

8/6～8    人形町せともの市

 せともの市実行委員会 tel: 03-3666-5666

8/24～25    第29回中央区大江戸まつり盆おどり大会
 大江戸まつり実行委員会 tel: 03-3546-5337

後援：東京都、中央区、千代田区、港区、墨田区

