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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）2021.12.15

上質でこだわりのある逸品をお手許に

商品のご案内

日本橋美人推進協議会プロデューサー

山 田 晃 子

「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、

千疋屋総本店

1
MAP ●

日本橋美人SOYシェイク
ストロベリーブレンド

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。

208.05kcal 税込580円

ひと息ついてリフレッシュ、やさしく癒されて……

人 気のストロベリーと豆 乳
（SOY）
をベースにした、日本
橋美人にふさわしいヘルシ
ーなドリンクです。

ますます美しく、健やかに生活することをご提案します。

New

1
千疋屋総本店 MAP ●

日本橋美人はちみつ

新商品のご紹介
千疋屋総本店

「日本橋美人商品」は老舗、企業、ホテルなどと協力して
２００５年に誕生しました。
名店が誇る選りすぐりの逸品で、贅沢で美しいひとときを
お楽しみください。
私たちは
「日本橋美人商品」
を心をこめてお届けしています。

1
MAP ●

千疋屋総本店

日本橋美人イチジクジェリー

187kcal（100gあたり） 税込1,080円

2021年9月に日本橋美人商品に新しく加わった「日本橋
美人イチジクジェリー」は、適度な甘みとほのかな酸味で
上品な旨味が特徴の島根県産イチジク
「蓬莱柿
（ほうらい
し）
」を使用しています。希少価値が高く小ぶりでデリケ
ートな品種の蓬莱柿の果肉をじっくりと煮込み、本来の
風味をたっぷりととじこめました。ジェリーにわずかに
洋酒を加え、イチジクの妙味をいっそう引き立たせ贅沢
な味わいに仕上がっています。
江戸時代に薬膳・薬用に広く親しまれていた高い効用を
持つイチジクには、ミネラル、植物繊維、ポリフェノー
ルなどの女性に良い美容効果を発揮する栄養素が多く
あることで知られます。タンパク質を分解するフィシンと
いう酵素も含まれていますので、デザートに召し上がっ
て身体の中からキレイに……。

国産のいちじくにこだわった、
風味豊かなジャムです。100％
手作りの味を、
お楽しみください。
千疋屋総本店

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飯食
がいただけます。

1
MAP ●

29
山本海苔店 MAP ●

百市の柿（西条柿）
を使い、昔な
がらの瓶仕込みの手作り製法
により低温でじっくり熟成。
千疋屋総本店

日本橋美人 焼きたて海苔
（二切）
（三切）
（八切）
45.1kcal（1袋あたり） 各種税込648円

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。

1
MAP ●

日本橋美人梅酒（Plum Wine）
156kcal（100gあたり）
税込1,320円（消費税10％）

日本橋美人あんぱん
215kcal 税込251円
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「日本橋美人やすめ」
シリーズ

「日本橋美人 やすめ（ “心身を楽にすること” の意）」シリーズは、

ロイヤルパークホテル1F

それぞれのお店の上質でこだわりのある品をお詰め合わせした日

日本橋美人
パルメザンフランス

本橋美人商品のニューラインアップです。

1
スイーツ＆ベーカリー 粋 MAP ●

715kcal 税込432円

日本橋美人カクテル

242kcal（80gあたり） 税込540円

※化学調味料・保存料・着色料は使
用していません。

22kcal（100gあたり）
税込1,944円

13
榮太樓總本鋪 MAP ●
15
室町ボンクール MAP ●

ロイヤルパークホテルB1F

（昆布・椎茸・ごま入り）

日本橋美人百市の柿酢

小田原産の梅「白加賀」と
地酒「曽我の誉」で作った、
辛口であっさりとしたこだ
わりの逸品。

ロイヤルスコッツ MAP ●
1

日本橋美人鰹節御ふりかけ

三重県桑名を中心とする春に
収穫したレンゲ・ミカン・クロ
ーバー・クロガネモチを合わ
せた蜂蜜は、それぞれの花の
風味と深いコクが特徴の贅沢
な味わいです。

1
MAP ●

日本橋美人いちじくジャム

81kcal（100gあたり） 税込2,700円

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。

にんべん 日本橋本店 MAP ●
2

294kcal（100gあたり）
税込1,620円

13
榮太樓總本鋪 MAP ●

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。

日本橋美人 飴やすめ
税込432円

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、大長レモン、温州みかん）
の詰め合わせ。郵送できるパッケ
ージもご好評です。

税込1,650円（サ別）

日本橋美人梅酒を使用した爽
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。

山本海苔店

29
MAP ●

日本橋美人 海苔やすめ
税込454円

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。２種類（うめ・さけ）
の味をお楽しみいただけます。
1
千疋屋総本店 MAP ●

日本橋美人 果実やすめ

& The other products ...
47
江戸屋 MAP ●

日本橋美人
携帯用ヘアブラシ
20
小津和紙 MAP ●
日本橋美人 あぶらとり紙

69
割烹 嶋村 MAP ●

日本橋髙島屋Ｓ.C. 本館 MAP ●
10

資生堂ビューティサロン
9
コレド日本橋店 MAP ●

日本橋美人御衣装香
日本橋美人御室内香

日本橋美人会席
日本橋美人
ベーシックトリートメント

山田松香木店「香の調べ」

1
矢の根寿司 MAP ●
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」

税込1,404円

人気のスウィーツを少しずつ詰め合わ
せたお洒落で上品なアソートボックス。
※季節により組み合わせの内容・販売価格
が異なります。

ほか

集い・遊び・
くつろぐ、新しい
日本橋文化を提供

Memorial column

Report 2021 9.24 Fri -10.12 Tue

第10回 東京都の児童・生徒による

同時開催

六世細田安兵衛
株式会社榮太樓總本鋪相談役
茶道宗徧流時習軒十一世家元
全国和菓子協会名誉会長
全国観光土産品連盟特別顧問

第10回 東京都の児童・生徒による
NPO法人 東京中央ネットは日本の伝統文化を次世代に繋いでいく伝統継承事業の一環

NPO法人 東京中央ネット
相談役

として2010年から“江戸”書道展を開催しています。

細田 安兵衛

（ほそだやすべい）

「江戸から連想する言葉」
を題材に4,500点以上の応募作品の中から41社のスポンサー
企業のご協力で290点の入選作品に企業賞を授与いたしました。

ほか

平成6年に藍綬褒章受章
平成11年に勲四等瑞宝章受章
平成24年に東京都中央区名誉区民

著書に「江戸っ子菓子屋のおつまみ噺」

当団体の相談役 細田安兵衛さんが2021年11月3日に、
日本橋から静かに旅立った。

スポンサー企業賞
相田みつを美術館賞／東あられ本鋪賞／出光美術館賞／伊場仙賞／榮太樓總本鋪賞／江戸屋賞／奥野かるた店賞／建設技術研究所賞／
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション賞／コレド日本橋賞／芝神明榮太樓賞／清水建設賞／ストックボイスTV賞／千疋屋総本店賞／
増上寺賞／三代目たいめいけん賞／髙島屋賞／凧の博物館賞／タナチョー賞／中央区長賞／忠臣蔵新正堂賞／千代田区観光協会賞／
ツドヱド賞／東京シティエアターミナル賞／東京中央大通会賞／東武ホテルレバント東京賞／常磐植物化学研究所賞／ときわん賞／
德川記念財団賞／日本橋菓房賞／日本橋倶楽部賞／人形町今半賞／にんべん賞／野村不動産YUITO賞／はいばら賞／三井住友建設賞／
三井不動産賞／ヤエチカ賞／山本海苔店賞／ライズ賞／ロイヤルパークホテル賞

展示パビリオン（会場）

NPO 法人東京中央ネットは、社団法人東京青年会議

所中央区委員会発足二十五周年の記念事業を引き継ぎ、

賞
小池

2002 年に設立した。その際に、「江戸から続く伝統や文

橙和子

化を守り、次世代へ承継していくのは、我々の責務であり

私立 恵泉女学園高等学校1年

義務とも言える」とおっしゃり、初代の理事長就任に首を

相田みつを美術館、奥野かるた店、増上寺会館、千代田区観光案内所、
千代田区立日比谷図書文化館、東京シティアイ 観光情報センター、
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、山本海苔店、YUITO日本橋室町野村ビル ほか

縦に振らない山本德治郎氏（当時・山本海苔店代表取
締役社長）を説き伏せてくださった。また、 2008 年に

EDO ART EXPO を立ち上げる際は、 VISIT JAPAN 大

使の中村裕氏（当時・株式会社ロイヤルパークホテル代
表取締役会長）を実行委員長に推薦された。

EDO ART EXPO のコンセプトである「江戸の美意識」

CLICK

について、
「江戸の美意識には “ 粋 ” があり、その反対は

!

“ 野暮 ”という。一番の野暮は生きざまとしての粋ではなく、
格好だけを真似して粋がる人だ」と常々話されていた。

東京シティエアターミナル
相田みつを美術館

にんべん
日本橋本店

今でも粋について語ったら、細田さんの右に出る者はい
ないと思う。
心身ともに健康的で豊かな感性や知性、品格を兼ね備
えた「日本橋美人」を提唱したときには、
「日本橋美人……。
いい響きだね。山田さんに言われるまで、この言葉に気

千代田区観光案内所
東武ホテルレバント東京

がつかなかったよ」と、産声を上げたばかりのこのプロジ
ェクトを「江戸（東京）の地域ブランドになるよう育てて
いこう」と背中を押してくださった。
「私は人に DNA があるように、日本橋にも先人から受

千代田区立日比谷図書文化館
YUITO日本橋室町野村ビル

増上寺会館

東京シティアイ 観光情報センター

け継いだ “ 江戸の遺伝子 ” があると信じている。この街に
は長い歴史を背景に団結力や人材力があり、心意気のあ

開催10周年記念イベント

お寄せいただいたメッセージ
◆自分の作品を見にきてラリーに参加し、街を歩きながら知

ることができて良かった（10代女性）◆浮世絵を知る機会にな
りとても嬉しいです（20代女性）◆コロナ禍における混沌とし
た時代に差す一筋の光のようでした（20代男性）◆緊急事態
宣言下での対応も良かったと思います（30代女性）◆ラリーに
参加したくて、本当に久々に訪れました／色々な浮世絵を見

られて楽しかったし、昔の景色や人々の様子を知れて興味深
かったです（40代女性）◆地域の魅力を再発見することができ
るとても有意義なイベントだと感じました／毎年楽しんでま
す。アプリになり、便利になった（40代男性）◆この様な企画
があったら元気が出そうです（50代女性）◆これからも続けて
江戸の文化を発信していってほしいです／知らなかった店や
展示場に行くことができ、新しい発見もあり、為になりました
（50代男性）◆MAPを参考にして、美味しいものを色々とショ
ッピングできました（60代女性）◆メール世代の人たちが、こ
れほど美しい書を描くとはうれしくなりました（60代男性）◆
散歩をより楽しめました（70代女性）

主催

る方たちがたくさんいらっしゃる。良い人が良い街を育て、

Instagram フォトコンテスト

良い街が良い人を育てる」と述べられ、日本橋地域の発

皆さまの温かいご支援のおかげで、“江戸”書道展は10周年を迎えました。
さまざまな応募作品のうち27点の入選作品に、協賛企業からスポンサ
ー企業賞（賞品）
を贈呈いたしました。
日本体育大学荏原高等
学校の皆さんの10枚
の投稿を合わせると、
応募作品で作った「祝
十周年江戸書道展」
の
文字になります。

日本橋と平和。
まさにこの場所に
ぴったり。

皆、頑張ってるから
僕も書いてみたよ

展に繋がる事業には力を惜しまなかった。
厳しくお叱りを受けることもあったが、お茶目な一面も
お持ちで、そして、眼鏡の奥の細田さんの瞳は、いつも
優しかった。

を
10周年
祝って♪
！
カンパイ

目指す先は違っても
がんばるのは同じで
すね。

今後も、天上から我々を見守っていただきたい。
山田 晃子 （東京中央ネット副理事長）

パジャマで
練習！

かわいい姉妹から
応援メッセージ。

スポンサー企業賞

第7回
（2014年）EDO ART
EXPO 公式ガイドブック
「開催記念特別対談」
より
細田安兵衛さんとともに

相田みつを美術館賞／東あられ本鋪賞／榮太樓總本鋪賞／奥野かるた店賞／
ストックボイスTV賞／千疋屋総本店賞／東京中央大通会賞／日本橋菓房賞／にんべん賞／
ヤエチカ賞／山田書店ギャラリー賞／山本海苔店賞／ロイヤルパークホテル賞

NPO法人 東京中央ネット

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）
（株）
（株）ヤマダクリエイティブ、
（株）山本海苔店、
（株）
タナチョー、
にんべん、
ロイヤルパークホテル
相田みつを美術館、
（有）
青木よせもの店、
（株）
東あられ本鋪、アプロス（株）
、
（株）
伊場仙、
（株）
江戸屋、
（株）奥野かるた店、神田神社、木村實業（株）、
（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、国産化学（株）
、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、
（株）新正堂、
（株）
ストックボイス、
（株）
セントラルエステート、東急不動産（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、東京中央大通会、
協賛 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）、
（財）
德川記念財団、永塚良知、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、日本橋海苔店、
（公社）
日本橋法人会、
（株）
人形町今半、
（株）
ネオ・コミュニケーションズ、野村不動産（株）
、日枝神社、松井建設（株）、
松井証券（株）
、
（株）
みずほ銀行大手町法人第三部、
（株）
みずほ銀行日本橋支店、
（株）
三井住友銀行日本橋支店、三井住友建設（株）、三井不動産（株）、
（株）三菱UFJ銀行、
（一社）港区観光協会、名橋「日本橋」保存会、明治大学博物館、八重洲地下街（株）
、
（株）
山田書店 ほか
出光美術館、上島珈琲店 コレド日本橋店、
（株）
エム・エス・ビルサポート、割烹 嶋村、江東区深川江戸資料館、コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション カフェ＆ベーカリー GGCo.、
資生堂ビューティサロン コレド日本橋店、
（株）
スパート、
（一社）
墨田区観光協会、すみだ北斎美術館、増上寺、
（株）
たいめいけん、凧の博物館、中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」、
（一社）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、東京シティアイ 観光情報センター、
（公財）
東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館、東武ホテルレバント東京、
協力 （株）常磐植物化学研究所、ときわ総合サービス（株）
、日本橋髙島屋S.C.、ハーツテクノロジー
（株）
、
（株）
榛原、バビーズ ヤエチカ、バンセイ（株）
、北海道フーディスト 八重洲店、
マネケン 八重洲店、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）
、室町ボンクール、矢の根寿司 ロイヤルパークホテル店、
山田松香木店 日本橋髙島屋S.C.、
（有）
ライズ ほか

にんべん 日本橋本店

EDO ART EXPO / Edo-Shodo Exhibition by local school children
EDO ART EXPO実行委員会では、新型コロナウイルス禍においても日本の伝統や文化・芸術に関わる活動が
途絶えることのないよう、「EDO ART EXPO」
と「東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」を開催いたしました。
この毎秋の一大イベントは、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）になり連携して催しています。また、本事業の趣旨にご賛同いただいた
100社以上の企業や団体からは、さまざまなご支援をいただきました。
会期中は各パビリオン（会場）で十分な感染防止対策を実施し、ネット展示やオンラインを利用した非接触型の
イベントなども行い、安全で楽しい19日間をご提供できるよう努めました。
ご来場いただいた方々と、ご協力を賜りました関係各位の皆さまに心より感謝とお礼を申し上げます。
EDO ART EXPO 実行委員会

第１4回

浮世 絵 から“ 江戸の 元気 ”を

浮世絵展示パビリオン（会場）に展示した浮世絵作品、
“江戸”書道展の入選作品をWEB上でご覧いただけます。

「浮世絵展示会場(パビリオン)」では“江戸の元気”が皆さまのエネルギーになることを願い、
生き生きとした市井の人々の姿や風景が描かれた浮世絵を展示いたしました。
「江戸の美意識 "Japan Beauty from Edo-Tokyo"」に関わる所蔵作品を有する美術館、
博物館などが「関連展示パビリオン（会場）」
として連携しました。

浮世絵展示パビリオン（会場）

CLICK

榮太樓總本鋪、江戸屋、コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション、千疋屋総本店、増上寺会館、
千代田区観光案内所、東京シティアイ 観光情報センター、山本海苔店、YUITO日本橋室町野村ビル

関連展示パビリオン（会場）

!

榮太樓總本鋪

相田みつを美術館、伊場仙浮世絵ミュージアム、江戸屋所蔵刷毛ブラシ展示館、
奥野かるた店「小さなカルタ館」、江東区深川江戸資料館、すみだ北斎美術館、増上寺宝物展示室、
凧の博物館、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、
東京都江戸東京博物館、日枝神社「宝物殿」、明治大学博物館、山田書店ギャラリー

江戸屋所蔵刷毛
ブラシ展示館

凧の博物館

山田書店ギャラリー

千疋屋総本店

山本海苔店

明治大学博物館

奥野かるた店「小さなカルタ館」

ARTラリー

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

伊場仙浮世絵ミュージアム

S&Nラリー

非接触型

関連展示パビリオン（会場）で入館チケットをご購入された方を
対象に、美術館のチケットなどの企業賞が当たる応募券を差し
上げました。

人気のスウィーツと名店が誇る選りすぐりの日本橋美人商品の
コラボ「Ｓ&Ｎラリー」
では、ご購入された方に素敵な企業賞が
当たる応募券を差し上げました。

● ラリー会場

● ラリー会場
上島珈琲店 コレド日本橋店、割烹 嶋村、
カフェ＆ベーカリー GGCo.、
資生堂ビューティーサロン コレド日本橋店、
スイーツ&ベーカリー 粋、
にんべん 日本橋本店、バビーズ ヤエチカ、 新正堂
フォンテーヌ、北海道フーディスト八重洲店、
マネケン八重洲店、
山田松香木店、
ロイヤルスコッツ ほか

相田みつを美術館
©Forward Stroke

すみだ北斎美術館

江東区深川江戸資料館

©Forward Stroke

東京都江戸東京博物館
芝神明榮太樓

増上寺宝物展示室

店舗フェア

室町ボンクール

「江戸の美意識」講演

公式ガイドブックの店舗フェアクーポン券をご提示
いただいた方に、割引やプレゼントなどの優待を
いたしました。

江戸の魅力にふれ、楽しく識ることがテーマです。
「日本刀文化と江戸
―日本刀の魅力とは―」

千代田区立
日比谷図書文化館

千疋屋総本店

「歌舞伎で元気、歌舞伎で笑顔！」

山本海苔店
● 店舗フェア会場
榮太樓總本鋪、奥野かるた店、
にんべん 日本橋本店、 ほか

八重洲倶楽部（八重洲地下街）

スタンプラリーアプリ協力 : ハーツテクノロジー株式会社

ご好評いただいた「スタンプ版浮世絵ラリー」は、スマートフォンを
使った非接触型に生まれ変わりました。３つの浮世絵（スタンプ）
を獲得すると企業賞の抽選に応募できました。
● ラリー会場
東あられ両国本店、
お江戸日本橋舟めぐり、
千代田区観光案内所、
東京シティアイ 観光情報センター、
東京シティエアターミナル、
東武ホテルレバント東京、
日本橋案内所、日本橋観光案内所、
日枝神社、
港区観光インフォメーションセンター、
明治大学博物館、
両国観光案内所 ほか

水辺イベント
『第8回 江戸東京・
川のなぜなぜ舟めぐり』
共催：㈱建設技術研究所

「浮世絵から
元気をもらう」

スマ歩・浮世絵スタンプラリー

ズ
ンクルー
オンライ
e配信！
YouTub

「ありがとう
“お江戸日本橋舟めぐり”
ラストクルーズ」

12年間のご支援ありがとうございました。

江戸東京再発見コンソーシアム（代表団体：ＮＰＯ法人東京中央ネット、
企画運営：
（株）建設技術研究所）が運営する歴史クルーズ「お江戸日
本橋舟めぐり」は、２００９年に中央区を起点に始まりました。東京
都心の水辺の開放がすすみ、パイオニアとしての一定の役割を
果たせたので、第14回 EDO ART EXPO の「ラストクルーズ」を
もって終了することにいたしました。
12年間のご愛顧に、心より感謝申し上げます。
関係者一同

2021.12月～ 2022.3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。

■ 新型コロナウイルス感染症対策に伴い、催事の変更や中止の場合がございますので、最新情報は主催者のホームページなどでご確認ください。■
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション

日本橋髙島屋 S.C.（本館）

ロイヤルパークホテル

～2/28
（12/23～12/26除く）
Warm dining table－温かい食卓－ Dinner

〜12/22

髙島屋のお歳暮 ばらのギフトセンター
12/10〜22 《予約制》紳士服イージーメード2着セール

12/16

【料金】お一人様 税込 6,500円（２名様から 要予約）
【時間】17：00〜22：00／日祝17：00〜21：00

※内容の詳細は、コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション
ホームページをご参照ください。
https://www.cytokyo.com/restaurant/menulavarock.html

コレド日本橋
1/2～1/10 新春抽選会（仮称）
1/2～1/30 ウィンターセール

※12/30 飲食店舗は22 : 00まで、デリ・フードは21 : 00まで、その他
店舗は20 : 00まで営業。
12/31 飲食店舗は15：00まで、その他の店舗は18：00まで営業。
1/1は全館休業。
1/2、3は飲食店舗は11 : 00～21 : 00、
その他店舗は11：00～20：
00の営業、1/4より通常営業。

コレド室町 1・2・3／コレド室町テラス
1/2～

福袋販売

※無くなり次第終了。事前予約制の店舗あり。

1/2～1/30 ウィンターセール

1/3〜9

1/12〜17
1/19〜24

第65回 現代書道二十人展〈有料〉

半年に一度のタカシマヤインテリアフェスティバル

1/26〜2/14 アムール・デュ・ショコラ 〜ショコラ大好き〜
2/16〜21
第53回 現代女流書100人展

12/15～31

歳末フェア

八重洲地下街
～12/25
1/2～3
1/2～11

クリスマス スマホ大抽選会
2022福袋
ウィンターセール

山本海苔店

1/2〜3		新春寿フェア

1/2〜10		新成人の好適品フェア
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（ひなまつり）
3/1〜14		フルーティーホワイトデーフェア

日本橋倶楽部
一般公開講演会

【時間】15：00～16：30 【入場料】500円
※要電話予約 TEL : 03-3270-6661

12/24～25

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
【時間】13：00〜／17：00～（鑑賞無料）

〜12/26 インスタグラム クリスマスキャンペーン

期間中に投稿いただいた方の中から、抽選で宿泊券など
の賞品をプレゼント。応募条件などの詳細はホテルホー
ムページのキャンペーン概要をご参照ください。

1/1

1/1〜2

ウィンターセール 第2弾
冬の売りつくし

•上記５カ所の商業施設では、毎月５の付く日に三井ショッピングパ
ークアプリの「アプリde支払い」
でお支払いされると、通常は100円
につき２ポイントが５ポイントになります。

〜12/30		年末福箱フェア
12/26〜1/7		お年賀好適品フェア
12/26〜3/31 ストロベリーオンパレード

ミート ザ サンタ クリスマス ブッフェ

【会場】1階 シェフズダイニング「シンフォニー」

※12/31は18 : 00閉店。1/1は休業。1/2より通常営業。
※詳しくは株式会社にんべんホームページをご確認ください。
https://www.ninben.co.jp/store/honten/

1/12～25
1/26～2/8

〜12/25		フルーティークリスマス
〜12/31		お歳暮好適品フェア

12/23〜25

にんべん 日本橋本店

※12/31 飲食店舗は15：00まで、その他店舗は18：00まで営業（一
部の店舗は異なる）。
1/1は全館休業（一部の店舗は異なる）。
1/2、3は物販店舗11 : 00～19 : 00、飲食店舗11：00～20：00の
営業、1/4より通常営業。

千疋屋総本店

【料金】お一人様 35,000円
（ショー・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

《予約制》紳士服イージーメード ２着セール

※都合により内容が変更・中止になる場合があります。
※年末年始の営業日・営業時間につきましては、
日本橋髙島屋S.C.
ホームページをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/

1/2～3

新年「福袋」販売

1/2～

新春特別セール

2/6～

海苔の日記念 もみ海苔「梅が香」特別販売

新春 パラッツオ ランチブッフェ

【会場】20階「パラッツオ」
【時間】一部 11：00〜13：00／二部 13：30〜15：30
※料金やご予約など、内容の詳細はロイヤルパークホテルホームペ
ージをご参照ください。https://www.rph.co.jp

もみ海苔をはじめ旬の新海苔商品など限定商品を
特別販売いたします。

1缶税込500円 ※お一人様2缶まで。
「梅が香」購入券との引換にて販売。
購入券配布期間 1月23日より（先着900名様）
※無くなり次第終了。
※引換期間2月6日～2月20日

※12/31は10：00～17：00。
1/1は休業、1/2、3は10：00〜17：00、4は9：30〜18：00の営業。
1/5より通常営業10：00〜18：00。

日本橋地域の行事
12/26～28
薬研堀不動尊納めの歳の市・歳末大出庫市
薬研堀不動院通り、清杉通り

12/28 年越大祓（芽吹き神社）

福徳神社 https://mebuki.jp/

12/28 年越の大祓、
除夜祭

※ひと形・車形神事の開催は未定です。

小網神社 https://www.koamijinja.or.jp/

1/1～7 日本橋七福神めぐり

●笠間稲荷神社（寿老神）●小網神社（福禄寿）
●水天宮（弁財天）
●末廣神社（毘沙門天）
●椙森神社（恵比寿神） ●松島神社（大国神）
●茶ノ木神社（布袋神）
https://www.nihonbashi-shichifukujin.gr.jp/

12/16
（木）

演題：新型コロナ感染症及び今後起こりうる感染症の予防策

講師：石原 結實 氏（イシハラクリニック院長）
1/28
（金）

演題：心を育む日本文化「お箸と風呂敷」
講師：浅海 理恵 氏（株式会社 レ・ミゼラ 代表）
2/25
（金）
演題：商人道は世界に通じる

縁日フェア

【会場】2階 ロビー・宴会場
【時間】10：00〜18：00

新春 満福 団らんブッフェ

新海苔入荷！ 旬の味をお楽しみください。
税込3,240円
※各日10：00～ 1/2：先着200個 1/3：先着100個

ホテルでおせち

【会場】3階 宴会場「ロイヤルホール」
【時間】7：30〜10：30

【会場】3階 宴会場「ロイヤルホール」
【時間】ランチ 11：30〜15：00
ディナー 17：00〜21：00

※12/31、1/2は18：00まで営業。1/1は全館休業。
•毎月８日 LINEおともだち限定抽選で「商品券」
プレゼント。

12月上旬

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.18

1/5

初水天宮

水天宮 http://www.suitengu.or.jp/

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を変更または
中止する場合があります。公式HPなどをご確認ください。

講師：竹口 作兵衛 氏（株式会社 ちくま味噌 社長）

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！

