率が全国一の自治

年までの人口増加

に向けて４０００万人を目標に掲げ

会（以下、東京２０２０大会という）
」

リンピック・パラリンピック競技大

きました。政府は「東京２０２０オ

逸
話 を 綴 る者の増加が実感できるようになって
推計では２０４５

書の中での、呂坤の呻吟語から引

いらっしゃる姿に、安岡 正篤の著

タイを締められ、颯爽と活躍して

いつもトレードマークの赤いネク

ていただける機会が増えました。

従事する中で、親しくお話しさせ

その後、区内のさまざまな活動に

求められたのがきっかけとなり、

ていただき、区長から「男女共同

人は、まちの根幹であり活力の源
ており、中央区内には晴海の選手村

用した「精神爽奮なれば則ち百廃

高の３０００万人を超え、私たちの

ですから、本区に集うすべての方々
をはじめ関連施設が置かれます。

倶に興る」の一言を思い起してお

都市」も見込まれ

が「快適な都心生活」を謳歌し、職
東京２０２０大会の成果もさるこ

芸術の魅力を身近に親しむ機会

りました。

参画社会」の形成について意見を

住近接の安心して暮らし続けられ

とながら、その後のレガシーの創出
をご提供することで、それらを継

今後は日本橋で過ごされる時間

日常生活の中にも訪日外国人旅行

区の発展と安定に力を注がれ、人

る 基 盤 を 築 いてまいったと自 負 し
が重要と言われています。

承し発信する一助になればと思っ

も増えると存じますが、
「日本橋の

ております。国の

口増加の実現をはじめ、多大な功

ております。

矢田 そのとおりです。世界最大・

ております。江戸書道展は、東京

魅力」はどのようなところでしょ

トップインタビュー

績を残された矢田美英区長にお話

山田 昨今の中央区では各所で再

最 高 の「 ス ポ ー ツ と 平 和 の 祭 典 」

２０２０大会を見据え子供たちが

区長は共同通信社の記者を経て

から８期、 年におよび行政手腕
を振るわれました。

体とされています。

を伺います。

開発が活発になるとともに、首都

である東京２０２０大会の中心とな

世界の国々を知る契機になるよう、 うか？

とと拝察いたします。
矢田 本区では商業機能を発展さ

晴海の選手村は東京２０２０大会

せい しん そう ふん

しん ぎん ご

すなわ ひゃっぱい

当初からご支援をいただき感謝し

そのような日本橋を支えている

区長にはこれらの取り組みに、 いるまちであり、今後も賑わいが
ております。また、江戸書道展に

のは、伝統の中で磨き抜かれた独

をスローガンに、住環境の整備を中

ました。
「人集まらずして繁栄なし」

地域社会全体が活気を失いつつあり

の８万４７８９人に減少するなど、

出が続き定住人口がピーク時の半分

中 地 区 市 街 地 再 開 発 」 を は じ め、

画概要を発表した「日本橋一丁目

橋地域で申し上げれば、先般、計

再開発も大きな課題ですが、日本

図っています。貴団体が主催する

議会を設立し地域との連携強化を

する絶好の好機ですので、区民協

また、本区の魅力を世界に発信

は都心を代表する秋の
ART EXPO
風物詩として定着した感がありま

の ご 協 力 の お か げ で、 今 や

い本 区 は も と よ り、 近 隣 の ３ 区

矢田

江戸を語るには欠かせな

の皆さまの温かいご支援、ご協力

ましたのも、日本橋をはじめ本区

き生きとして品位のある「日本橋

形も格好の良い「日本橋人」や生

続くものと確信しております。
しますので、将来を見据えた良好

は「中央区長賞」も授与してくだ

特の雰囲気を醸し出していらっ

心に総合的な取り組みを行い、人口

５つのまちづくり計画があります。

事業も、大会の気運を盛り上げて

すし、江戸書道展は子供たちの豊

のおかげであり、この場をお借り

には 年ぶりに定住人口が上昇に転
じて以降、２０１８年（平成 年）
５月に 万人に達し、現在は「 万

せてまいりたいと

皆さまと力を合わ

で、今後も地元の

たところですの

な一歩を踏み出し

も設置され、大き

います。

を高め、地域の活性化に寄与して

協働し、多種多様な展開で回遊性

建物がパビリオン（会場）となり

や文化・観光施設など約

カ所の

港・墨田区の名店、企業、ホテル

おります。この催しは中央・千代田・

議所中央区委員

社）東京青年会

（公
山田 私は、

ています。

さることを願っ

きをかけてくだ

トとなるよう磨

魅力あるイベン

着こなしポイント

影 ／ 小澤 正朗
撮影協力 ／ ロイヤルパークホテル
裳 ／ きもの工房まつや コレド日本橋店 ヘアアレンジ・着付け ／ 林

おぼろ

さやか

華やかな春を感じさせる訪問着は、
模様の境目をかすめるように染め上げた「朧染め」
です。色彩豊かで格調高い古典文様の袋帯と差し色にピンクの小物をコーディネート
し、重厚感が漂いながらも優しくエレガントな雰囲気を演出しています。
撮
衣

にんべん 日本橋本店

山田 本日は、長きにわたり中央

政 界 に 転 身 し、 現 職 の 市 区 長 の

高 速 道 路 の地下化、新道路の開通

る区ですから、大会の成功を支援

矢田 連綿と続く歴史と最先端の

矢田 私が前区長のご勇退で後継者

せ、にぎわいの継続を図る目的で

を契機に、その後は１万２０００

やす おか まさ ひろ

中では全国で最多選を果たされ、

や地下鉄新線構想など多数のイン

し、訪れた大会関係者や国内外の

２０１５年に従来の題材「江戸か

創造性が調和し活気に満ちあふれ

となり就任させていただいた頃は、

都心にふさわしい基盤整備の施策

人が住む新たなシティとして誕生

再開発プロジェクトが進行中です。

なまちづくりを目指し準備を進め

さり、子供たちの励みになってい

しゃる方々です。きっぷがよく姿

回復に全力を注いでまいりました。

日本橋はさらに魅力あふれる地区

いただいていますね。

かな発想と未来を感じられる、素

して深甚なる感謝と御礼を申し上

45

16

EDO 美人」たちでしょう。
私が区政万般の職責を全うでき
に変貌を遂げ、東京の将来につな

「第
山田 ありがとうございます。

晴らしい取り組みであると思って

げます。

考えています。

「江戸の美意識」をテーマに展

60

その結果、１９９８年（平成 年）

がるまちづくりとなるでしょう。

回 EDO ART EXPO 第８回東京
都の児童・生徒による“江戸”書

おります。

そして、忘れてならないのが名
橋「日本橋」上空

道展」は、本年は２０１９年９月

（平
山田 ２０１８

会で初の女性委

成 年）にインバ

10

員長を務めさせ

今後とも、より

に青空を取り戻す

/

日～ 月８日の開催が決まって

12

20

示 を 行 う EDO ART EXPO
で は、
来 訪 の 方 々 が 江 戸 の 伝 統 や 文 化、

ことです。検討会

1964 年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
1967 年 米国ミズーリ州立大学
ジャーナリズム学科卒業
同年
共同通信社に入社
1987 年～ 東京都中央区長選に初当選。
以来、今日まで区長を務める。
座右の銘
「人集まらずして繁栄なし」
「至誠」

ウンド数が過去最

30

No.

48

g
n
i
r
p
S

りょ こん

１９８７年（昭和 年）の初当選

フラ整備も展開されています。自

観光客に「おもてなし（ホスピタ

ら連想する言葉」に加え「世界の

た日本橋は、未来に向けてさらに

バブル景気の影響で地価が高騰して

を着実に進めており、現在は の

皆さまがご存知の築地市場跡地の

ています。

ます。

28

おこ

ただ今は４月の任期満了を迎え
治体の力量も問われ、その担うべ

リティ）
」の心をもってお迎えしな

国々を漢字で書く」を新たなテー

進化を続けていく、まさに生きて

62

とも

るにあたり、感慨もひとしおのこ
き役割も大きいかと存じます。

ければなりません。

マに作品を募集しています。

32

いた時代でした。本区では人口の流

中央区長

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

10

20 30

( やだよしひで )

矢田美英
( やまだあきこ )

山田晃子

2019 春号
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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）2019.3.15

日本橋で働く女性のおすすめ情報

株式会社ロイヤルパークホテル宿泊部フロント課の、

金子郁美と申します。

年を

30

弊ホテルは１ ９ ８ ９ 年 ６ 月 １日に開 業し、伝 統と新

しさが 共 存 する街、日 本 橋の地 で愛 され今 年 で

地 域との関わりを 大 切にし、お 客 様との距 離 が 近い

迎えます。

あたたかな雰 囲 気が特 徴で、「 ―CHIC TOKYO STAY―
粋 な 街 の、意 気 な お も て な し 」をコンセ プトに掲 げ て

供し、４１９の客室と の宴会場を完備しております。

いま す。ホテルな らではの総 合 力 で上 質 な 空 間 をご 提

また「食のロイヤルパークホテル」の異 名 を 取るにふさ

わしいホテル内の７つのレストランやバーもあり、お一

人 での贅 沢 なひと時、大 切 な 方との心 温 まる時 間 な ど

時々のシーンに合わせて、都心にいながら癒しの休暇や、

洗 練 さ れ た ビ ジネ スシー ンを お 約 束 で き る よ う 努 め

ています。

私の仕事はエグゼクティブフロアの専任スタッフとし

ジでご宿泊のお手続き、ビジネスのサポート、観光案内、

て、お客 様に快 適にご滞 在いただくために、専 用 ラウン

レストラン予 約か ら 朝 食のサービスまで、心 をこめた

おもてなしを 行っております。私 たちは、ラウンジのス

タッフを チーム と 呼 ん でお り、現 在 は ８ 名 のチーム メ

ンバー で お 客 様 が「日 本

橋 の 我 が 家 」に帰 ら れ た

か の よ う な 、くつろ げ る

空 間 づく り を 常 に心 が

けています。

ぜ ひ一度エグ ゼ ク ティ

ブフロアにご 宿 泊いた だ

き、
一日を通して、さまざ

まな表情をお見せできる

エグ ゼ クティブ ラ ウ ンジ

にお越しくださいませ。

11

株式会社ロイヤルパークホテル
宿泊部フロント課

（エグゼクティブラウンジ）

アシスタントマネージャー

金子郁美さん

株式会社ロイヤルパークホテル

https://www.rph.co.jp/

22

365日願いが叶う「天の川シャンデリア」
ロイヤルパークホテルのメインロビーにあるシャンデ
リアは「天の川」をモチーフに、世界的に著名な照明
デザイナー石井幹子氏がデザインしました。
天の川に導かれて誓うウエディング「ロビーセレモニー
“Star”」は、おふたりにとって心に残る、最高の感動を
演出します☆

チームメンバーの誕生日を祝った
一枚。楽しむときは思いっきり！

お気に入りの

ロイヤルパークホテル B1F ロイヤルスコッツ

日本橋美人カクテル

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

水天宮

わたしのおススメ情報

弊ホテルに隣接する「水天宮」は、
2016 年に新社殿になりました。

ふと思い立った時にはお参りに行き、
清められた境内で心が洗われるのを
感じます。

ホテルで働く女性のみの商品開発
チーム「ミルキーウェイ」が手掛

オクシタニアル
クラブハリエが手掛けるフランス洋菓子
専門店。南フランスで幸福のシンボル
として親しまれるセミと、黄 色い外観
が目印です。
どの お 菓 子 も 美 味し

いのですが特に色とり
どりの上質なマカロン
は 、季節限定のフレー

けた商品として人気なのが、1 階の
スイーツ＆ベーカリー「粋」でお取
り扱いしている「ふわテラ」です。
その名が示す通り、シフォンケーキ
のように軽くて柔らかい、ふわっと
した食感が特徴のカステラ。
季節のイベン
トに合わせた

バーもあり、友 人への
手土産にとても喜ばれ
ます！

企業プレゼント
バターや卵をふんだんに使って焼き上げた
クッキーをプレゼント！

メインバー「ロイヤルスコッツ」は英国の古き佳き時代
を思わせるインテリアのなかで、世界の銘酒が楽しめま
す。私のお気に入りは、
ほのかな紅色に薔薇の
小花を浮かべ、上品で
優雅な気持ちにさせて
くれる、
梅酒を使った爽
やかなオリジナルカクテル
「日本橋美人カクテル」
です。

「粋」のふわテラ

※写真はイメージです。マカロンの販売
スタイルは現在変更されています。

日本橋美人カクテル

可愛らしい限
定デザインも
ご 用 意して、
お待ちしてお

になるために
努力していること

ります。

まずは、心が元気であれるよう、前向きでいられるよ
うに、我が家の家訓にもなっている「笑う！」ことを心
がけております。
また、香港で出合ったドラゴンボート
というスポーツに取り組んでいて、日々のトレーニン
グは欠かせません！
美しく、心も身体
も強い女性にな
れるよう、これか
らも精 進してま
いります！

繊細な味わいをお楽しみください。

（一社）日本ホテルバーメンズ協会の「カクテルコンペティション」で優勝
させていただき、美しい創作カクテルをはじめ女性におすすめのお酒を
ご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。
ゆったりとした空間の中で、優雅なバータイムをお楽しみいただき、心身

クッキー詰合せ

2

【応募期間：3月20日～6月19日】

www.tokyochuo.net

ともにリフレッシュしてください。
いつも日本橋美人の皆様を応援しています。

名

Information

スイーツ&ベーカリー「粋」
オクシタニアル

料飲部 飲料課 シニアバーテンダー
松永 勝

中央区日本橋蛎殻町2-1-1

TEL 03-3667-1111(代表)

中央区日本橋蛎殻町1-39-7 TEL 03-5645-3334

営業時間 11:00~20:00

1,663 円(サ込)

無休

https://www.rph.co.jp/restaurants/iki/

営業時間 10:00～19:00（L.0. 18:30） 無休（1/1除く） http://occitanial.jp/

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

江戸
（東京）の地域ブランド

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。

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

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）

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」は日本橋美人のブラッシュアップを願い２００５年に名店、企業、ホテルなど

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

ロイヤルパークホテル B1F ロイヤルスコッツ

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。

3,800 円(サ込）

※ランチタイム限定 380kcal

日本橋美人カクテル

1

MAP

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。

2,970 円(サ込） 1,663 円(サ込）

771kcal

3,780 円

MAP

1

1

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。

580 円

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。

写真はイメージです

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。

MAP

日本橋美人
ＳОＹシェイクバナナブレンド

247.6kcal

※月～土の
ランチタイム限定

千疋屋総本店

千疋屋総本店

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

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。

千疋屋総本店

MAP

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。

1

ボンクール/榮太樓總本鋪

ホテルのメインバーで
ロマンチックな気分を楽しんで。

MAP 13

15

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。

MAP 13

ボンクール/榮太樓總本鋪

15

にんべん

MAP

2

日本橋美人いちじくジャム

日本橋美人百市の柿酢

日本橋美人はちみつ

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 鰹節御ふりかけ

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。

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。

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。

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。

215kcal

123kcal
（100ｇ当たり）

1,080 円

22kcal
（100ｇ当たり）

294kcal
（100ｇ当たり）

抗酸化や生活習慣病の予防にもお奨めの、まろやかな
醸造酢の清涼飲料です。

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。

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。

にんべん

MAP

2

310kcal

195 円(税別）

にんべん

MAP

2

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
「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。
化学調味料・保存料は
使用していません。

化学調味料・保存料・着色料は
使用していません。

231kcal（80ｇ当たり）

540 円

1,620 円

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。
化学調味料・保存料・
着色料は使用してい
ません。

195 円(税別）

山本海苔店

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。

MAP 29

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。

ロイヤルパークホテル1F

日本橋美人 焼きたて海苔

MAP

1

スイーツ&ベーカリー 粋

山田松香木店「香の調べ」MAP 9
日本橋髙島屋７Ｆ呉服サロン

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。

資生堂ビューティサロン

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

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。

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。

45.1kcal（1袋当） 各種

648 円

715kcal

432 円

756～1,620 円

日本橋美人
Qiベーシックフェーシャル

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。

江戸屋

MAP 47

30分

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。

MAP 37

小津和紙

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。

金箔打紙を使ったあぶら取り紙は、余分な
皮脂を吸い取ってくれるのはもちろんのこ
と、しだれ桜の絵柄が愛らしいオリジナル
商品です。

5,400 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。

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

432 円

千疋屋総本店

MAP

日本橋美人 果実やすめ

1

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）

※表示価格は全て税込です。

一休みすること

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。
20枚入り

心やすめ
・・・安心させること

ひと息ついてリフレッシュ、やさしく癒されて・・・・
名店が誇る選りすぐりの心のこもった逸品で、

あぶらとり紙は化粧直しの必需品。華麗な桜の模様が
心を癒し、美人度を上げてくれるでしょう。

息やすめ
・・・仕事の間に

こだわりのある品をお詰め合わせしております。
ますます美しく生活することを提案します。

山本海苔店

日本橋美人 海苔やすめ

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。

羽をやすめること

・・・心 身 を 楽 に す る こ と

日本橋美人携帯用ヘアブラシ

日本橋美人あぶらとり紙

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。

10,800 円

【オプション】日本橋美人
フォルミングボディー

132kcal（60ｇ当たり）

464 円

手やすめ
・・・手をやすめること

榮太樓總本鋪

MAP 29

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。

「日本橋美人」公式ホームページで、日本橋美人商品の詳細や関連情報
をご覧になれます。また日本橋美人新聞 PDF 版も掲載しています。

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。

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】

8

(二切)(三切)(八切)

60分

147kcal（60ｇ当たり）

MAP

コレド日本橋店

1,620 円

454 円

432 円

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！

2019.3月～ 2019. 6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。
●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。

日本橋髙島屋 S.C.（本館）

日本橋倶楽部

三井記念美術館

手塚雄二展 光を聴き、風を視る＜有料＞
第100回 草月いけばな展 花賛歌＜有料＞
～全国から厳選した老舗・銘店がここに～春の味百選
第50回 現代女流書100人展
御即位30年 御成婚60年記念 特別展
国民とともに歩まれた平成の30年
4/10～16
第31回 琵琶湖夢街道 大近江展
4/18～22
魅惑の輝き 黄金展
4/18～22
手仕事展＜工芸品 展示・即売＞
4/24～29
第48回 大いわて展
4/24～5/6 横山大観記念館 史跡・名勝指定記念展
画業と暮らしと交流～大観邸～＜有料＞
5/1～6
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
5/8～13
京都物産出品協会創立70周年記念
次代につなぐ京の味と技展 京の源流
5/15～20
第17回 やまがた展
5/15～27
生誕100年 堀 文子追悼展～旅人の記憶～
5/22～27
第18回 九州展

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
3/22 演題：日本橋 老舗の旦那トークショウ其の１
講師：山本 德治郎 氏（山本海苔店 社長）
堺 美貴 氏（月刊日本橋社長）
4/19 演題：2019年度、不透明な経済を見極めるー多発するリスク
講師：宿輪 純一 氏（経済学博士・帝京大学経済学部 教授）
5/21 演題：日本橋 老舗の旦那トークショウ其の２
講師：柏原 孫左衛門 氏（柏原紙商事 社長）
堺 美貴 氏（月刊日本橋社長）

～4/7

～3/18
3/20～25
3/27～4/1
4/3～8
4/3～21

※3/5～19は10:30～20:00まで営業。

にんべん日本橋本店
3/15～4/7

日本橋桜フェスティバル

併設する日本橋だし場にてコラボメニュー「桜えび入り
かつぶしめし」
「桜色のおだし クリーム仕立て」
を実施。

4/27～5/6

3/20～25
3/27～4/8
4/10～17
4/19～29
5/1～6
5/1～13
5/8～13
5/15～20

お母さんへの日頃の感謝の気持ちをこめて、にんべんの

5/22～27
5/29～6/3
6/5～10
6/12～16

千疋屋総本店
～3/31
～4/30
4/14～5/12
4/中旬～
4/27～5/6
5/1～8/31
5/19～6/16
6/1～7/15
6/1～

する献立作りのお助けアイテムを多数揃えています！

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）

榮太樓總本鋪
３/29・4/26・5/31
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
4/26
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

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！

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。

※毎月24～月末までは月末セール。

八重洲地下街
スプリングフェスタ
   ファッション、
グルメのキャンペーンを開催。

山本海苔店

6/7

【参加費】1回/お一人様2,000円（薄茶一服・干菓子付/税・サ込）
【講 師】
本山宗晴氏（江戸千家・大内宗心茶道教室）

4/27～5/6 シンフォニーＧＷブッフェ

【時 間】ランチ 11：30〜14：30／ディナー 17：30〜21：00
【会 場】１階 シェフズダイニング「シンフォニー」

【料 金】ランチ…大人4,752円／お子様（４〜12歳）2,970円／
シニア（65歳～）4,158円（税・サ込）

ディナー…大人7,128円／お子様（４〜12歳）4,158円／
シニア（65歳～）5,940円（税・サ込）

こども体験イベント＆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
5/3・5

午後の部 15：30～17：00／ブッフェ17：30～19：00

【体験コース】5/3・5 午前の部 パティシエ／フレンチシェフ

		

5/3

5/5

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
（体験料金・ブッフェ料金/税・サ込）

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

3/13～26 春の謝恩特別販売
５月上旬

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

母の日フェア

贈り物はいかがですか。いつもの料理をもっと美味しく

3/20～4/9

3/19・4/16・5/21 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。

ています。

6/5～16
第20回 世界の万年筆祭
第1 9回 鹿児島展
三越の振袖大祭典
江戸東京 味・技めぐり
第7 4回 春の院展 ＜有料＞
三越イタリアウイーク  三越イタリア展
三越  紳士ファッション大市
第59回 東日本伝統工芸展
近代日本芸術の100年
―日本芸術院創設百周年記念展― ＜有料＞
ビーズフェスティバル
三越メガネフェア
お江戸日本橋キルト展 ＜有料＞
いけばなの根源 池坊展 ＜有料＞
サマーファッション 男の祭典
第6 3回 とっておきの山形展
ブライダルジュエリーフェア

ロイヤルパークホテル

GWの帰省お土産としてオススメの商品もたくさん揃っ

日本橋三越本店
【本館7階】
3/13～18

4/20～6/23 大用国師二百年･釈宗演老師百年大遠諱記念特別展
鎌倉禅林の美 ｢円覚寺の至宝｣

GWフェア

5/1～12

三井家のおひなさま
特別展示 人間国宝･平田郷陽の市松人形

新商品や期間限定の特別商品を取り揃えております。

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。

お江戸日本橋舟めぐり

CAFE SALVADOR / FinGATE KAYABA

148

【＠CAFE SALVADOR BUSINESS SALON】
3/22～31 兜町・茅場町の植物イベント「KABOLO vol.2」

3/22 KABOLOオープニングパーティー / 3/30 フォトウォーキングツアー

４/15
5/13
毎週月曜

7:15～8:00 朝活 株ネタ解読塾
7:15～8:00 朝活 株ネタ解読塾
7:30～8:30 旅と食のモーニングTalk in日本橋茅場町

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）

【＠FinGATE KAYABA】
日本酒を蔵元トークとテイスティングで楽しむ
4/27 16:30 ～ 18:00
（山形県酒田市 楯の川酒造）、
             楯野川
吾有事（山形県鶴岡市 奥羽自慢）
5/23  19:00 ～ 20:30
             福禄寿、一白水成（秋田県南秋田郡五城目町 福禄寿酒造）

3/27～4/7 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

【＠日本橋日枝神社】
4/11 12:00～12:30「 一粒萬倍」日本橋日枝神社奉納演奏
【＠東京証券取引所ビル】
4/11 18：00～21：00(予定)「一粒萬倍」LIVE!
（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。

※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7月まで）

コレド日本橋／コレド室町 1・2・3
【コレド日本橋】～4/26 ランチスタンプラリー

4階レストランフロアの対象店舗にて税込500円以上

のランチをご利用いただき、スタンプを10個集めると
1,000円分のお食事券をプレゼント。

【コレド室町】 コレ活 CORE KATSU

コレド室町の中にある店舗が、暮らしを豊かにするワー

クショップを提案。詳細はホームページで。

3/15 ～ 4/7

日本橋桜フェスティバル

4/5 ～ 7

日八会さくら祭り 2019

3/31
4/6
4/7
5/5

5/28

5/9 ～１５

甘酒横丁 桜まつり

人形町大観音寺 花まつり

春の名橋「日本橋」まつり
水天宮例大祭
小網神社

例大祭

神田祭（5/11 神幸祭・5/15 例大祭）

