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「日本橋美人」
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、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。
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）2022.6.15

東 京 中 央 ネット 創 立

総集編

周 年 記 念・特 別 企 画

や す べ え

や

だ

よしひで

矢田 美英 氏

や ま だ

・対談

あ き こ

株式会社ヤマダクリエイティブ代表取締役

山田 晃子

月）掲載

江戸時代から続く日本橋には、長

訪れる女性たちは無意識のうちに職

てきた豊かな街です。ここで働く、

新しいものを拒まず受け入れ融合し

れています。代々の繁栄を築く根本は

で、常に変わらない活気と賑わいに溢

面で「渾然一体」となっているのが魅力

日 本 橋の街 はハー ドとソフトの両

す。気品と風格がある「本物」の街・

個 性を臆さずに出していると感じま

た ちが元 気で生 き生 きとして自 分の

とも呼べるように、写し出された女性

「熈代勝覧絵巻」は「日本橋繁盛絵巻」

1 8 0 5（文化 2）年に描かれた

号（2010年

NPO法人 東京中央ネット副理事長

第

い歴史から生まれた団結力や培われ

場や街中で、受け継がれた魅力を感

何事にも人が大切です。

「人集まらずして繁栄なし」であり、

創刊号（2005年9月）掲載

※組織名・肩書や記事の内容は対談時のものです。

「東京中央ネット創立 周年」を記念して、本年度の「日本橋美人新聞」では過去に掲載した対談の中から、
「日本橋」 と「日本橋美人」の魅力に焦点をあて再編集してお届けいたします。

ほ そ だ

細田 安兵衛 氏
株式会社 榮太樓總本鋪相談役

NPO法人 東京中央ネット相談役

中央区長
（現・日本橋プラザ株式会社 取締役社長）

た人材力が備わっていて、心意気に

じ 取 っ て い る と 考 え ま す。
「日本橋

月 3日 ご 逝 去）

NPO法人 東京中央ネット相談役
（2 0 2 1 年

溢れた人たちがたくさんいます。

美人」とは、単に外見の美しさを追

生まれ、そこで育まれた本物の女性こ

人 集 まらずして繁 栄なし

結局のところ「良い人が良い街を

そ「日本橋美人」と言えるでしょう。

良い街が良い人 を 育てる

育て、良い街が良い人を育てる」と

独特の雰囲気を醸し出す「日本橋人」

やまもと と く じ ろ う

第

号（2011年３月）掲載

などの知 的 好 奇心があります。 日 本

う言葉のとおり、時代のニーズに沿う

「伝統とは革新の連続である」とい

価を受けました。我々の事業を通して、

り前の構 図や色 彩が海 外では高い評

独 創 性 があり、当 時の日 本では当 た

月）掲載

日本橋には「もどき」ではない人間が

求するのではなく内面から醸し出る

と称すべき人は、まさに長い歴史と伝

号（2010年

統が培って出来上がってきました。

第

山本 德治郎 氏

品格を兼ね備えている女性なのです。

日本橋のきっぷがよくて格好も良い、

いえ、根底にある大切なものは日本

素晴らしさ、つまり心の豊かさや健

ゆたか

裕 氏

日本橋は伝統や文化があるうえに、

なかむら

中村

首都・東京は観光資源に事欠かせ

革新の連続を続けてきた結果が伝統

日 本 橋で江 戸 固 有の文 化が持つ魅 力

素晴らしいホスピタリティであり、そ

発展に貢献していきたいと思います。

を多くの方々に知っていただき、その

のもてなしの文 化は世 界にも通 じる

だものをただ守ってきたのではなく、

ない魅力があり、ここ日本橋には賑わ

その時 代に即した在り方を模 索し、

いを創 出 する近 代 的な街 づくりと江

日 本 橋 美 人はそれらの大 切さをを

創 意工 夫を凝 らし暖 簾を守ってきま

になっているのです。 老舗は受け継い

感 じること ができる、精 神 面で充 実

した。

の真 髄は「目 配り、気 配り、心 配り」

した「一流の女性」であってほしいと思

舗が現存しているのが魅力です。

でも表 現 されている世 界で通 用 する

「日本橋美人」
でしょうか。

さや所作の美しさを兼ね備えた女性が

感 覚にも優れ、礼 儀 正しく奥 ゆかし

「伝統と革新」に通じながらも現代
「旅」の醍醐味には、ショッピングの

そ「日本橋」なのです。

います。 そして、一流の人がいる街こ

興 味を引くような街 並み、名 所や老

みならず「訪れた国の文化に触れ、人

「江戸の美意識」
のひとつに、浮世絵
に出会い、歴史を知ることを求める」

戸時代から続く文化が渾然と融合し

伝 統とは革 新の連 続である

NPO法人 東京中央ネット前理事長／理事

株式会社 山本海苔店 取締役社長
（現・株式会社山本海苔店 代表取締役会長）

23

でしょう。

12

ています。特に、外国からのお客様が

目 配 り、気 配 り、心 配 り

NPO法人 東京中央ネット特別顧問

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ顧問
（現・Ｄ＆Ｊ株式会社 EXECUTIVE ADVISOR）

22

です。

康美であったり磨かれた感性や知性、

9

20

橋を好きになって惚れてもらうこと

11

21

20

集い・遊び・

くつろぐ、新しい

日本橋文化を提供

ダイニング＆バー ラヴァロック

上野 瑞季 さん

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

https://www.cytokyo.com/

Vol.

ホテル外観
ダイニング＆バー
ラヴァロック

エディターズ ツインルーム
ホテルの客室コンセプト「アパルト
マンの住人のライフスタイル」を
体現できる部屋でお過ごしください。

ライブラリーバー

私のおすすめ情報

25

Nihonbashi-bijin

ラヴァロックの
サービススタッフ

Nihonbashi

日本橋で働く女性のおすすめ情報

本年で開業 8 周年を迎える「コートヤード・バ

イ・マリオット 東京ステーション」
は、東京の表

玄関・東京駅から徒歩で約 4 分、東京メトロ京橋

駅からは約 1 分の場所にあります。日本橋から

京橋、銀座を貫く中央通りに面する、都心でも有

数の好立地に位置しています。日本橋へも徒歩圏

内で、国内のみならず海外からのビジネスや観光

の来訪者にも、便利でわかりやすいアクセスとな

っております。

私の仕事は、
「ダイニング＆バー ラヴァロック」

でのレストランサービスです。ラヴァロックは朝

食、昼食、夕食のご提供をおこなうオールデイ ダイ

ニングです。お客さまが、
いついらしてもおいしく

楽しい充実した時間を、お過ごしいただけるよう

心がけております。

私自身は、お客さまのご期待に応えられている

かを常に問いかけながら、日々仕事に励んでいま

す。特に私のおすすめは、四季ごとにメニューが

替わるディナーコースで、お客さまに内容をうま

くお伝えするにはどうしたら良いか、いつも思案

しております。また、常

連のお客さまには、まだ

お召し上がりになってい

ないメニューも積極的に

ご紹介しています。お帰

りがけに感謝の言葉をい

ただいたときには、とて

も嬉しく仕事のやりがい

を感じます。

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

日本橋美人商品
榮太樓總本鋪

日本橋美人 飴やすめ

昔ながらの榮太樓總本鋪独特の
飴の形をしていて無着色、無香

料です。女性に喜ばれるフルー

ツ味など、お土産としてピッタリ。
そのまま郵送できるパッケージに
なっているのも嬉しいです。

カフェ＆ベーカリー ジージーコー
ホテル１Fにある「カフェ＆ベーカリー ジージー
コー」の焼き菓子は、しっとりとした食感が特
徴で、ペストリーシェフのオリジナルレシピで焼
き上げたフィナンシェがおすすめです。

京はし満津金
ホテル前のビルの一角にある“江戸”の雰囲気
たっぷりの「京はし満津金」。粋で洒落っ気の
ある一筆箋、ポチ袋、手ぬぐいや布表紙の御
朱印帳などがズラリと並び、見ているだけでも
とても楽しいお店です。御朱印帳は、表紙の
生地を持ち込んだり名前も入れられます。

日本橋美人に向けて

日本 橋 美人 応 援 男 子
お肌をきれいに保つために、家でのバスタイムには

お客さまにお料理を最高の状態でご提供することが、私

半身浴をおこない身体の代謝を良くします。ランチ

たち調理スタッフのおもてなしだと考え、常に心がけてい

はカロリーや栄養素のバランスを管理するために、

ます。料理は冷めないうちにお出しできるよう、すぐにス

お弁当は手作りです。レストランでお友達と楽しく食

タッフへ声をかけてサーブしてもらいます。また、熱いプ

事をすることで、心と身体をリフレッシュさせるととも

レートなどは「熱いから気を付けてね」と一声かけて、安
全に給仕できるよう気を配ります。

企 業プレゼント
レストラン ラヴァロック
ペアディナー券

ラヴァロック調理

竹下偉吹さん

に、仕事にも役立つよう努めています。

榮太樓總本鋪 日本橋本店 日本橋 1-2-5 TEL 03-3271-7785 営業時間 10 : 00 ～ 18 : 00 、茶屋 ～ 17 : 00（L.O. 16 : 30） 定休日 日・祝日

カフェ＆ベーカリー ジージーコー 京橋2-1-3 TEL 03-3516-9555 営業時間 8 : 00 ～ 18 : 00（L.O. 17 : 30） 定休日 日・祝 ※土曜臨時休業
京はし満津金 京橋2-6-5 TEL 080-3543-2668 営業時間 12 : 00 ～ 18 : 00 定休日 日・月・祝・年末年始

抽選で

3

組

6 名様
応募期間 : 2022年6月20日～9月19日

応募方法 : 東京中央ネットのプレゼントペ
ージに表示される「コートヤード・バイ・
マリオット 東京ステーション」企業プレゼ
ントの応募フォームからご応募ください。

皆さまの温かいご支援のおかげで、EDO ART EXPOは15周年を迎えます。

応募先URL

https://www.web.
tokyochuo.net/

「EDO ART EXPO ／東京都の児童・生徒によ

る“江戸”書道展」
は、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

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！

化・観光施設など、既存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。
「江戸」

に関わる所蔵品を有する美術館、博物館、大

学などとも幅広く連携し、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。15周年

を記念した催しをおこないます。
スポンサー・ボランティア募集のお願い

「EDO ART EXPO」
「 “江戸”書道展」の開催にあたり、皆さまにご協力をお願いしております。
スポンサーシップやボランティアの内容につきましては、ホームページをご確認ください。
［月～木（平日）10時～17時］TEL : 03-5859-5188／FAX : 03-5859-5182

「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、
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

商品のご案内
割烹 嶋村

日本橋美人会席

69
MAP ●

嘉永3（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

3,850円

矢の根寿司ロイヤルパークホテル店

1
MAP ●

ばらちらし
「日本橋美人セット」

矢の根寿司の隠れた逸品「ばらちらし」を
お楽しみください。茶碗蒸し、お椀、サラダ、
デザートが付いたセットです。

※ランチタイム限定 ※837kcal

4,400円（サ別）

ロイヤルスコッツ

ロイヤルパークホテル B1F

江戸（東京）の地域ブランドです。
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、健やかに生活することをご提案します。

1
MAP ●

日本橋美人カクテル

千疋屋総本店

1
MAP ●

日本橋美人SOYシェイク

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シェイクは
濃厚な香りとやさしい甘みがくせになりそう。

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。

203kcal

千疋屋総本店

日本橋美人百市の柿酢

1
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。
22kcal（100gあたり）
1,944円［200ml］

580円

1,650円（サ別）

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。

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

日本橋美人梅酒

1
MAP ●

（Plum Wine）

千疋屋総本店

1
MAP ●

日本橋美人 イチジクジェリー

上品な風味の島根県産イチジク「蓬莱柿（ほ
うらいし）
」の果肉をじっくり煮込み、本来の
旨味をとじこめました。

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。

※ご好評につき、次回の発売は9月中旬を予定
しております。

2,700円

にんべん 日本橋本店

2
MAP ●

（昆布・椎茸・ごま入り）

※ご好評につき、次回の発売は9月中旬を予定
しております。

イチジクにはミネラル、植物繊維、
ポリフェノールなど、美容効果の
ある栄養素が多く含まれます。

山本海苔店

29
MAP ●

日本橋美人 焼きたて海苔

（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。

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。

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。

45.1kcal（1袋あたり）

各種648円

千疋屋総本店

1
MAP ●

日本橋美人はちみつ

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。
294kcal

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。

ロイヤルパークホテル1F

1
MAP ●

日本橋美人パルメザンフランス

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。
715kcal

453円

榮太樓總本鋪
室町ボンクール

日本橋美人あんぱん

13
MAP ●
15
MAP ●

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。
215kcal

251円

1,620円
［170g］

スイーツ＆ベーカリー 粋

抗酸化や生活習慣病の予防にもお
奨めの、まろやかな天然のお酢で
す。

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。

（100gあたり）

1,080円
［150g］

［300g］

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。

1
MAP ●

（100gあたり）

（100gあたり）

日本橋美人鰹節御ふりかけ

千疋屋総本店

日本橋美人イチジクジャム

187kcal

81kcal

156kcal（100gあたり）
1,320円［360ml］

ホテルのメインバーでロマンチッ
クな気分を楽しんで。

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。

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すすめです。

山田松香木店「香の調べ」

10
MAP ●

日本橋髙島屋S.C. 本館7F

資生堂ビューティーサロン

コレド日本橋店

9
MAP ●

日本橋美人御衣装香（3個入り）写真左
日本橋美人御室内香（スティック15本・

日本橋美人ベーシックトリートメント

白檀を基調に数々の天然香料を調合し、
日本
橋美人をイメージした香りに仕上げています。

13,200円～

香立セット）写真右 ※60本入り（1,650円）もございます。

各770円

健やかで美しい肌に導くフェイシャル＆
デコルテトリートメントです。
※別途ランク料を
頂戴いたします。

※化学調味料・保存料・着
色料は使用していません。
242kcal（80gあたり）

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
います。

小津和紙

日本橋美人あぶらとり紙

20
MAP ●

金箔打紙を使ったあぶらとり紙は、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。

440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。

江戸屋

47
MAP ●

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。

5,500円

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。
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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、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本橋美人商品のニューラインアップです。
榮太樓總本鋪

日本橋美人 飴やすめ
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MAP ●

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。

432円
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。

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。

● 日本橋美人商品 お問い合わせ先
「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。

http://www.nihonbashi-bijin.com/

また、日本橋美人新聞PDF版も掲載しています。

https://www.web.tokyochuo.net/
nihonbashimap

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 ）

山本海苔店

千疋屋総本店

1
MAP ●

日本橋美人 果実やすめ

【月〜木（平日）10時～17時】

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。

※商品の詳細については、各店に直
接お問い合わせください。

1,652円

TEL:03-5859-5188 FAX:03-5859-5182

※季節により組み合わせの内容・販売価格
が異なります。

日本橋美人 海苔やすめ

29
MAP ●

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。
454円

●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。

2022年 6月～ 9月

■ 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、最新情報は各店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
～8/31

Experience America 夏のディナーコース

アメリカ料理に、
アジアやラテンアメリカ、地中海など、世界の
料理の現代的な調理法や特徴を取り入れたニューアメリカン
キュイジーヌ。日本にいながら最先端のアメリカの食文化を
お楽しみください。

【場所】レストラン「Dining & Bar LAVAROCK」
【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（L.O. 21:30）／日祝17：00〜21：00
（L.O. 20:00）
※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/

日本橋倶楽部

山本海苔店

一般公開講演会

～7/15 お中元福引抽選会

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

お品代税込3,240円以上お買上げごとに抽選1回。

～7/29 クーポン券プレゼント

6/２４
（金）

講師：結城孫三郎 氏、両川船遊 氏（糸あやつり人形 一糸座）
７/29
（金）

講師：ひきた よしあき 氏（博報堂教育財団）

9/9～

8/26
（金）

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
（税抜）
につき２ポイントが５ポイントになります。
※「アプリで支払い」の詳細や今後のイベント情報については、コレド日
本橋およびコレド室町のホームページでご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/urban/nihonbashi/
https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/

千疋屋総本店

日本橋髙島屋 S.C.（本館）
6/1〜7/18 岐阜提灯・大内行灯お承りの会
6/3～8
シモンズベッドフェア
6/10〜 21 〈予約制〉イージーメード紳士服2着セール
6/1〜7/18 髙島屋のお中元 ばらのギフトセンター
7/8〜 12
キシモトマイ展
7/13〜 18 笹倉鉄平展
7/13〜 18 ーHand in Hand for Reconstructionー
未来を紡ぐ東北の手しごと展2022
7/20〜 8/1 タカシマヤ インテリアフェスティバル
8/3〜8
婦人服・婦人雑貨サマーファッションバーゲン
8/3〜22
追悼 瀬戸内寂聴展《有料》

8/10〜22 〈予約制〉紳士服イージーメード2着セール
8/10〜12
婦人服地・毛糸・洋裁小物バーゲン
8/13〜16
婦人服 期末決算感謝セール
8/18〜22
レディスウェア 夏物最終バーゲン
8/24〜29
つづくつなぐマーケット
8/24〜9/12 刺繍絵画の世界展 明治・大正期の日本の美《有料》

6/1～7/15		 お中元フェア
7/16～8/6
暑中お伺い好適品フェア
8/7～31
残暑お見舞い好適品フェア
9/1～11/6
実りの秋好適品フェア
9/1～30
グレープオンパレード
9/1～17
祝敬老の日フェア
9/1～完売まで ボジョレーヌーボーフェア
9/1～11/30 マロンオンパレード

１お届け先につきお品代税込5,400円以上お買い上げで送
料無料。さらに4品目推奨商品も。

秋の謝恩特別販売会 ※開催期間未定

ロイヤルパークホテル

講師：荒汐部屋女将（荒汐部屋）

コレド室町 1・2・3／コレド室町テラス

～8/31 全国送料無料特典

演題：今の若者とは —コミュニケーションギャップの埋め方

演題：調整中

コレド日本橋

お品代税込10,800円以上お買い上げで、2022年8月1日～
9月30日の期間ご来店でご利用いただけるクーポン券プレ
ゼント。

演題：江戸糸あやつり人形の世界

※都合により内容が変更・中止になる場合があります。
※営業時間は変更になる場合がございます。最新の情報は日本橋髙島屋
S.C.のホームページをご覧ください。

https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/

八重洲地下街
～7/5
夏のスマホ大抽選会
6/24～7/26 ヤエチカ サマーセール
7/27～8/16 夏の売りつくし

7/1～7/31 願いが叶う夏星の祭典 ～天の川に願いを込めて～
メインロビーに天の川が輝くこの場所は、365日、
願いが叶うホ
テル。夏の夜空に想いを馳せ、
きらめく美味をお楽しみください。
・各レストラン7,700円の七夕特別価格でご用意いたします。
※鉄板焼 すみだ（20階）のディナーメニューは、お二人様
77,000円でのご提供とさせていただきます。

7/1～8/31 夏まつりアフタヌーンティー
・ロビーラウンジ フォンテーヌ
（1階）
【時間】11：00～17：00
【料金】5,445円
すずな

7/1～8/31 日本の夏を味わう涼夏御膳

・日本料理 源氏香（5階）
【時間】平日 11:30～14:00／土・日・祝日 11:30～14:30
【料金】冷やし豚しゃぶ御膳
4,840円
国産鰻のせいろ蒸し御膳 6,050円
素麺御膳
5,082円

7/1～8/31 涼麺

・中国料理 桂花苑（地下1階）
【時間】平日 11：30～14：00、17：30～21：00
土・日・祝日 11：30～14：30、17：30～21：00
【料金】レモン香る蒸し鶏と葱の和え麺／五目冷やし麺（醤油ダレま
たは胡麻ダレ）
／冷やし担々麺 各3,025円

7/2～8/28 サマーディナーブッフェ with トロピカルデザート
※土・日・祝日および8/11～15開催

・シェフズダイニング シンフォニー
（1階）
【時間】17：30～21：00
【料金】お一人様 7,260円／お子様 3,630円／シニア 6,050円
※お子様は4～12歳、シニアは65歳以上の方とさせてい
ただきます。
※表示価格には税金・サービス料が含まれます。

•毎月８日 LINEおともだち限定抽選で「商品券」
プレゼント。

※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
ご覧ください。 https://www.rph.co.jp

日本橋地域の行事
6/24～7/8 人形町商店街 中元大売り出し
		 人形町商店街協同組合 http://www.ningyocho.or.jp/
6/30
夏越の大祓
		 小網神社 https://www.koamijinja.or.jp/
		 水天宮 http://www.suitengu.or.jp/
		 笠間稲荷神社 http://www.kasama.or.jp/
７/24
（予定）名橋「日本橋」
橋洗い
		 名橋「日本橋」
保存会 http://www.nihonbashi-meikyou.jp/
8/1～3
人形町 せともの市
		 蛎浜会 https://ningyocho.toukiichi.tokyo/
※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。
各公式HPなどをご確認ください。

にんべん 日本橋本店

