
重複首鼠合

割烹日本橋とよだ　　　　　　　C2

創業から159年、日本料理の粋

を伝え続ける名店。カウンター席

と個室のみの落ち着いた店内。

昼・夜ともに予約のみ。

中央区日本橋室町1－12－3
TEL03－3241－1025

MAP

C3

ふぐ一筋60余年。一日4組まで

の個室に、一年を通して、極上

の天然とらふぐ料理をご用意い

たしておりますム

中央区銀座ト9－18　ぎんざ姿ビル

TEL03－3567－0003

水たき玄海本店

昭和3年創業の水たき専門店。

素材へのこだわり、手間ひまか

けた調理法で伝統の味を守り

続ける。

新宿区新宿5－5－1

TEL03－3352－3101

江戸料理櫻田　　　　　　　　　B

東京スカイツリーを望む浅

草・雷門通り。囲炉裏端で味
わう、江戸料理に江戸の趣を

感じる。

台東区雷門1－15－12永谷マンション1F

TELO3－3845－3995

59

MAP

C3

水上滝太郎、久保田万太郎、山

口瞳ら文人・粋人を魅了し続
けて百余年。創業から受け継い

できた江戸料理を今に伝える。

中央区銀座3－7－21

TEL03－356ト0357

日本橋だし場はなれ　　　　　C2

鰹節専門店「にんべん」が培っ

てきた“だしのうま昧”を活か

した料理を一汁三菜のスタイ

ルで味わえる和ダイニング。

中央区日本橋室町2－3－1

COREDO室町2・l階

TEL03－5205－8704

割烹嶋村
MAP

C2

日本橋八重洲に170余年の暖

簾をかかげる老舗割烹。旬の味

覚、江戸・幕末の味を今に伝え
る名店。

中央区八重洲1－4－10
TEL03－3271－9963

MAP

C3

旬の食材と、主人が厳選した日

本酒。互いに引き立てあう美味
しさを、木を基調としたくつろぎ

の店内でゆっくりと味わいたい。

中央区銀座1－4－9第一田村ビルBIF

TELO3－3561－3761

MAP

B

花街の風情漂う向島の料亭。
芸妓の踊りと心づくしの料理
で、世俗の憂さを忘れて江戸情

緒に浸るひとときを。

墨田区向島5－20－13

TEL03－3622－1755

MAP

B

料亭として創業し、80余年。変

わらぬもてなしの心で、日本

料理を親しみやすく。「メープ

ル西京焼」は人気の逸品。

墨田区吾妻橋3－7－17
TEL03－3624－0751

日本料理　穂の花　　　　　　　C3

お出汁が優しく染み入るような

和食で、ほっと心落ち着くひと

時を。四季を感じる料理は、大

切な人へのおもてなしにも最適。

中央区銀座8－4－2たくみビルBIF

TEL O3－3571－0041

GINZA鼓KUKI C3

日本古来の発酵食品・味噌の
起源とされる「鼓（くき）」を名
に掲げた「発酵と熟成」をテー

マとする日本料理レストラン。

中央区銀座5－9－16

GlNZA－A54F

TELO3－3572－5433

日本料理
いろ　いろ

江戸懐石若福　　　　　　　　　E

亀戸天神の境内にある日本料

理店。趣のある建物と温かなお

もてなしに包まれて、旬の味覚

を堪能。

江東区亀戸3－6－4亀戸天神社境内
TEL03－3685－5888

紀尾井町福田家　　　　　　　　H

築約80年の木造一軒家の料

亭。「美」と「味」の調和を大切に

する北大路魯山人の美学を受
け継ぐ。

千代田区紀尾井町ト13
TEL03－3261－8577

MAP

C3

銀座にありながら、心落ち

着く空間と味にこだわる割

烹。毎晩のように通いたくな

る名店。

中央区銀座7－3－9　丸源14ビル6F

TELO3－3571－3010

MAP

H

一期一会のもてなしに、心弾

む幸せな時間を。英・伊、3力

国語が堪能な主人が贈る、「食

の喜び」溢れる日本料理。

港区赤坂3－16－5
ユタカ産業ビルBIF

TELO3－6459－1277

MAP

Cl

店主自ら選りすぐった、特大の
ふぐとすっぽん。天然ものなら

ではの溢れんばかりの滋味を

味わい尽くす、至福のひと時を。

中央区東日本橋3－9－16

TEL03－3527－3425
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MAP

C2

昭和27年創業、日本橋室町に

ある蕎麦の老舗。白い細麺の更

科蕎麦の他、お酒、小料理など

も楽しめる。

中央区日本橋室町ト12－16
TEL03－3241－4006

京都鴨そば専門店決（あまね）　器

昆布出汁のきいた京風の鴨そ

ばは、最後の一滴まで飲み干

したくなる優しい味わい。

中央区日本橋小舟町4－10

西村ビル（旧大宮ビル）1F
TELO3－6206－2853

神田明神下菖川　　　　　箭

創業明治29年。神田明神裏
参道を下りてすぐ。こだわりの

鰻と四季の割烹料理をお楽し
み下さい。

千代田区外神田2－16－2

第2DICビル1F

TELO3－3253－3210

MAP

B

雷門から十軒目、浅草を訪れる

人々をいつも温かく迎え入れ

る。明治初期創業の鰻料理が自

慢の名店。

台東区浅草ト4－1

TEL03－3841－1234

鰻駒形前川本店　　　　等P

創業200余年。四季折々の風情

を湛える隅田川をのぞむ。創業

当時からの秘伝のタレと、厳選

した国産鰻を使用。

台東区駒形2－1－29

TEL03－3841－6314

MAP

C3

銀座で創業90余年の老舗焼き

鳥店。伝統の焼き鳥と名物のド

ライカレーは他では味わえな
い逸品。

中央区銀座6－9－15
TEL03－3571－8372

各国料理
レスト　ラ　ン

60

MAP

C3

国内外のフアンに愛される築地

本願寺正面の江戸前寿司の名店ム

〈総本店〉中央区築地2－15－12

TEL03－354ト0655

〈築地支店〉中央区築地2－15－10
TEL03－3541－5951

かんだやぶそば　　　　　　箭

創業明治13年。緑あふれる
憩いの場として、140余年変

わらぬ味と技を守る薮蕎麦
の総本家。

千代田区神田淡路町2－10
TEL03－3251－0287

日暮里川むら　　　　　　芯P

明治初年に創業し、4代続く蕎

麦の老舗。おすすめは鴨せい
ろ。お酒の種類も豊富で、一品

料理と共に楽しめる。

荒川区西日暮里3－2－1

TEL03－3821－0737

日本橋いづもや　　　　　器

昭和21年創業、日本橋の鰻の名

店。芸術品ともいえる鰻の味を。

〈本店〉中央区日本橋本石町3－3－4
TELO3－324ト2476

〈日本橋三越店〉中央区日本橋室町
1－4－1日本橋三越本店BIF

TELO3－3274－8628

鰻割烹伊豆柴本店　　　　唱P

不忍池のほとりで創業し、およ

そ300年。江戸前の味を求め、

今も多くのフアンが訪れる鰻

割烹。

台東区上野2－12－22

TEL03－383ト0954

人形町お好み焼きさのや　　器

昔ながらの懐かしい庁まいの

店で味わうこだわりの鉄板焼
き。絶妙の焼き加減にアイディ

アがきらり。

中央区日本橋人形町2－7－11
TEL03－3666－4986

MAP

C2

創業260余年。多くの作家・著

名人たちに愛された軍鶏鍋の

老舗。落ち着いた空間で、ヘルシ
ーで滋味深い江戸の味を。

中央区日本橋人形町1－17－10
TEL03－3668－7651

MAP

C2

食材、握り、おもてなし。全てに

主人のこだわりと技術の高さ

を感じる鯖の名店。「光り物」に

定評がある。

中央区京橋2－6－6藤木ビル1F
TELO3－3567－7622

総本家更科堀井　　　　　竃P

寛政元年創業、江戸っ子に親し

まれて230余年。純白の更科そ

ばは江戸城にも献上された上

品な風味。

港区元麻布3tlト4

TEL03－3403－3401

MAP

B

観音様のお膝元で蕎麦一筋
120余年。下町情緒あふれる浅

草で、香り高いこだわりの蕎麦

を楽しむことができる名店。

台東区浅草1－1－5浅草観音通り
TEL03－3842－2020

日本料理の名店が経営する、こ

だわりの蕎麦屋。のど越しの良

さと香りの両方を極めた十割蕎

麦を、繊細な鰹だしのつゆで。

渋谷区神宮前2－3－30

神宮前ベーシックビル1F

TELO3－6434－7234

MAP

A

柴又・帝釈天の門前でうなぎ・

鯉料理を堪能できる老舗。江戸

時代に創業し250年、変わらぬ

味を守り続ける。

葛飾区柴又7－6－16

TEL03－3657－4151

御座敷夫婦羅天草　　　　等P

数寄屋造りの構えが風雅な江

戸前天ぷらの名店。食材にこ
だわり、才巻海老の天ぷらは

創業時から守り続ける逸品。

新宿区神楽坂3－1

TEL03－3269－1414

浅草花川戸鮒忠　　　　　等P

大衆に焼き鳥を広めた“焼き

鳥の父”根本忠雄が創業。備長

炭と熟成タレで国産鰻・国産
鶏を焼き上げる。

〈浅草花川戸店〉台東区花川戸ト6－4
TEL03－3844－4127
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MAP

D

上野の地で明治に創業。本格

的な洋食を楽しみつつ上野の

町を眺め、ゆっくりとした時間

を感じる場所。

台東区上野2－13－13キクヤビル4F

TELO3－3837－1617

MAP

C2

日本橋の人々の憩いの場。創業

以来50年変わらないウインナ
ーコーヒーと人気の自家製洋

菓子を。

中央区日本橋2－1－10

柳屋ビルディングB2F

TELO3－3271－1738

相模屋平助商店　　　　　　　　H

明治18年創業の酒屋。地下に

は酒蔵、1階のカウンターでは

コーヒーやお酒が飲め、コンサ
ートや文化的な催しも。

千代田区一番町6

TELO3－326ト4467

MAP

Cl

慶長元年（1596）創業。桃の節

句の白酒の元祖と言われる。清

酒「金婚」は多くの神社の御神

酒で、穏やかな味わいが特徴。

千代田区神田猿楽町ト5－1
TEL03－3293－9111

にんべん日本橋本店　　　　　C2

江戸時代、日本橋に創業。日本

の食文化「鰹節」の魅力を伝え

る。「日本橋だし場」の「かつお

節だし」でほっと一息。

中央区日本橋室町2－2－1COREDO室町l・lF

※東京メトロ三越前駅直結
TEL03－324ト0968

栗太櫻絶本舗　　　　　　　　C2

文政元年創業。日本橋の裸で

200余年暖簾をかかげる。江

戸の味を今に伝える菓子商の

老舗。

中央区日本橋1－2－5

TEL03－3271－7785

日本橋人形町浜の院　　　　　C2

創業80余年、美味しさを食卓
へ。「浜町潰」は江戸甘味噌や魚

醤・甘酒など発酵食品を使い、

素材の旨味を引き出した逸品。

中央区日本橋人形町2－9－3

TEL03－3639－0231

6ユ

ENEKOTokyo G

バスク料理の名店ミシュラン3

ツ星「アスルメンデイ」のシェフ、

エネコ氏がプロデュースする、

ビストロスタイルのレストラン。

港区西麻布3－16－28

TOKトON西麻布

TEL03－3475－4122

MAP

C2・C3

カツカレー発祥の店で知られる名

店。伝統と革新の洋食に舌鼓を。

〈銀座スイス〉中央区銀座3－5－16

TEL03－3563－3206

〈八重洲店（TOKYOCURRYQUARTET）〉

中央区八重洲2－1八重洲地下街南1号
TEL03－6225－2090

味の逸品

八海山千年こうじや　　　　　　C2

「酒と食のペアリング」をテーマ

に、日本酒と各種料理の組み合

わせを提案。麹を使った商品、

甘酒も人気。

〈日本橋店〉中央区日本橋室町2－3－1

コL／ド室町2lFTELO3－6262－3188

MAP

H

赤坂・－ツ木通りで130年。目

利きが光る掛川産の深蒸し煎

茶は長く愛される逸品。お茶
の事なら気軽にご相談を。

港区赤坂3－17－8

TEL03－3582－3788

MAP

H

大正13年創業の茶巾ずしと

大阪酢の専門店。お土産や、行

楽シーズンのお供として折り

詰めも人気。

新宿区四谷3－11

TEL03－335ト8989

国分グループ本社（株）　　　　C2

1712年に創業の食品問屋。

本社ビル1階にはK＆K商品な
どを揃えたセレクトショップを

開設。

中央区日本橋1－1－1
TEL03－3276－4000

MAP

C2

昭和6年創業、日本橋を代表す

る洋食の名店。映画『タンポポ』

にも登場するタンポポオムラ

イスは一番人気。

中央区日本橋室町1－8－6
TEL03－3271－2463

ビヤホールランチョン　　　　　Cl

創業110余年。「ハイカラ」とい

う言葉がぴったりの店内で、“三

度注ぎ’にこだわった絶品ビー

ルと洋食を。

千代田区神田神保町ト6
TEL03－3233－0866

中国料理古月（山中旅館）　　　D

昭和初期に建てられた趣のあ

る一軒家レストラン。食材を吟

味し、一品一品丹念に作られた

本格中国料理と食養生料理。

台東区池之端4－23－1

TEL03－382ト4751

MAP

A

厳選した国産の酒を幅広く取
り揃える。角打ちも併設。

〈三ノ輪本店〉台東区根岸5－25－2
TEL03－3802－8752

山本海苔店
MAP

C2

嘉永2年の創業より170余年、

味附海苔の元祖としても知ら
れる山本海苔店。トレードマー

クは「丸梅」。

中央区日本橋室町1－6－3
TEL03－3241－0261

日本橋弁松総本店　　　　　　C2

磯　嘉永3年、日本橋の魚河岸で
創業。江戸の人々が舌鼓を
打った甘辛・濃い目の味を守り

続ける。

中央区日本橋室町ト10－7
TEL03－3279－2361

ちくま味噌
MAP

C2

元禄初年、深川永代橋の裸に
て創業。赤穂浪士や勝海舟との

エピソードも。伝統の風味をご

賞味ください。

江東区佐賀111－15ちくまビル2F

TELO3t3641－3310
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MAP

B

大正13年の創業以来おかき一

筋。四季折々の旬の素材を使っ

たおかきは、世界でも親しまれ

ている。

台東区千束2－6－8

TEL0120－030－134

MAP

A

巣鴨で愛される和菓子店。名物は

さっぱりした甘さの「元祖塩大福」。

豊島区巣鴨3－33－3

TEL03－3910－4652

〈姉妹店・こうさぎ〉
文京区本駒込6－15－15

TEL03－5978－3636

MAP

C3

明治2年創業。あんぽん、ジャム

パンを考案した日本最古のベー

カリー。2階にカフェ、3階にグ

リル、4階にレストランも併設。

中央区銀座4－5イ
TEL03－356ト0091

株式会社金のいぶき　　　　　　　G

美味しさと栄養価の両立を叶
えた、玄米食専用品種「金のい

ぶき」。玄米の概念を覆す“金

シャリ”を食卓へ。

TEL03－6450－1834

www．kin－ibukijp

MAP

C2

1590年創業の団扇の老舗。

粋な江戸扇子や和雑貨な
ど、職人の手作業による逸品

が並′ミミ。

中央区日本橋小舟町4－1
TEL03－3664－9261

メガネパリミキ日本橋本店　　　C2

確かな技術と信頼をモットーに
「見え方・掛け心地・似合う」の

三拍子揃ったメガネをご提案。

中央区日本橋室町2－4－3

日本橋室町野村ビルYU汀01－2F
※東京メトロ三越前駅直結

TEL03－3242－3571

自由が丘飯尾眼鏡店　　　　　　A

自由が丘で91年。「知識に心
が入って智慧となり、技術に

心が入って技となる。メガネ

作りはやっぱり飯尾です」

目黒区自由が丘2－10－3

TEL03－3718－3410

62

MAP

Cl

創業明治17年。店内には江戸

前の煎餅が揃う。名物は今戸
焼の鏡を使い、江戸の製法を再

現した「今戸焼煎餅紫」。

千代田区内神田2－13－1
TEL03－3256－1038

MAP

D

花街・湯島の歴史を伝える艶やか

なかりんとう。粋な贈り物にも。

〈本店〉文京区湯島3－39－6
TEL03－3831－9762

文明堂日本橋本店　　　　　　C2

1900年創業のカステラ専門

店。烏骨鶏卵、和三盆糖を使っ

た「希翔」は本店限定。カフェで

は、ランチやディナーも。

中央区日本橋室町ト13イ
TEL03－324ト0002

MAP

A

享保年間より前から商う老舗
の米屋。建物は国の登録有形文

化財。五ツ星お米マイスターが

厳選米を届ける。

文京区千石3－38－9

TEL03－3941－0460

株式会社竺仙　　　　　　　　C2

浴衣小紋染めどころは、江戸

明治から伝わる型紙と職人の

技が結集する。「着易さ、着心

地、着味が良い」

中央区日本橋小舟町2－3
TELO3－5202－0991

めがね工房カムロ　　　　　　　C3

「美観楽遊」をコンセプトにア

イウエアとしてめがねを楽し

む提案をする。オーダーメイ

ドも可能。

中央区銀座7－5－19龍櫻閣1F
TELO3t5537－5886

MAP

C2

明治20年創業の眼鏡専門店。

最新の視力測定機を設置した

店内に福井・鯖江製のメガネ
フレームが豊富に揃う。

中央区京橋2－2－1

京橋工ドグラン1F

TELO3－3517－3331

MAP

E

両国の町で110余年。常に新た

な挑戦を続けるあられ専門店。

〈両国本店〉墨田区亀沢2－15－10
TEL03－3624－9733

〈菊川駅前店〉墨田区菊川2－5－5

TEL03－3634－3339

常盤堂雷おこし本舗　　　　　　B

家を「おこし」名を憧己こす」という

縁起の良さから創業以来200年

以上皆様に親しまれておりますび

く雷門本店〉台東区浅草1－3－2
TEL03－384ト5656

〈雷5656会館〉台東区浅草3－6－1

TEL03－3874－5656

MAP

C3

大正元年創業。お詫びの手土産

に「切腹最中」。歯触りの良い

皮とたっぷりの電子に相手の頬

も思わず緩んでしまう。

港区新橋4－27－2

TEL03－3431－2512

不二家飯田橋神楽坂店　　　　F

神楽坂名物「ペコちゃん焼」
が買えるのはここだけ。子ども

から大人にまで愛され、ギフト

やお土産にも喜ばれる一品。

新宿区神楽坂ト12
TEL03－3269－1526

装い

MAP

E

職人が一点一点手作業で生み

出す重厚感のある銀の輝き。
家族や仲間との記念に最適の

品がある。

墨田区亀沢1－15－1

TELO3－6277－6100

MAP

C3

創業120年余。親身な接客が

人気の銀座の眼鏡店。ゆった

り寛ぎながら、自分だけの一

本と出会える。

中央区銀座4－6－11

銀座センタービル7F

TELO3－5524－0524



重爆首鼠合

MAP

C3

洋服に新たな命を吹き込むリ

フォームショツス熟練の技術

と、流行にも通じた接客で

理想の一着を作れる。

〈銀座店〉中央区銀座2－6－16

第二吉田ビル2・3F

TELO3－3567－0016

東京浅草　高久　　　　　　　　B

テレビショッピングQVCでおなじ

み。扇子・羽子板・草履・雪駄・下駄

など豊富な品揃え。商品の品質は

お客様の目でお確かめ下さい。

台東区浅草1－21－7
TELO3－3844－1257

趣味・生活

一MAP

C2

慶応元年創業。日本橋の老舗を

彩る花の名店。品質の高い胡蝶

蘭や、モダンなアレンジメント

が人気。

中央区日本橋本石町4－5－9
TEL03－324ト0087

株式会社オゼキ　　　　　　　　C2

明治24年創業の岐阜提灯の
老舗。ショールームにはイサム・

ノグチが生み出した「AKARl」

を数多く揃える。

中央区日本橋人形町ト2－6
TELO3－3667－3931

http：／／www．0Zeki－Lantern・COJp／
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EDO COAT（エドコート）　　　　　Cl

130余年続く機屋（はたや）が
“一生ものの純国産コート”をと

ことん追求。20色の表地、裏地、

ボタンのカスタマイズも可能だ。

台東区上野5－9－162k540Q棟

TEL03－5834－3754

www．Styletex．cojp／CuStOmKOrder／Shop

トンボ洋傘前原光栄商店　　　　B

装いに品格を添える「十六間

傘」の庁まい。三代に亘り丁寧
な手仕事を受け継ぐ国産洋傘

店で、用と美を備えた一本を。

台東区三筋2－14－5

TEL03－3863－4617

銀座マツナガドゥクラス　　　　C3

理容技術、マッサージ、もてな

し、全てが行き届いた全席個

室のヘアサロン。一流のサー

ビスで心地よいひと時を。

中央区銀座7－4－5銀座745ビル4F

TELO3－6280－6411（予約優先）

五色　原孝洲　　　　　　　　　Cl

創業100余年。無形文化財登録

の技術を引き継ぐ女性人形師

によって生み出される人形は、

′三、くよかな変らしさが特徴。

台東区柳橋1－4－2
TEL03－3866－4031

漆器山田平安堂　　　　　　　C3・暮

1919年創業。伝統を継承す

ると共に、新たな漆器の形を

提案。

〈代官山本店〉TEL03－3464－5541

〈GINZASIX店〉TEL03－6263－9900

MAP

C3

創業1892年。楽器・楽譜や
CD・DVDを取りそろえ、全国

45の店舗と49の音楽教室を

展開する音楽の専門店。

〈銀座本店〉中央区銀座4－5－6
TEL03－3562－5051（代表）

日本ベッド製造株式会社　　　A・t

日本初のベッドメーカー。1926年

の創業以来「快適な睡眠」を追求。

〈青山ショールーム〉港区南青山2－10－2

TEL03－5413－7001（代表）

〈池上スタジオ〉大田区池上5－6－3

TEL03－3752－3241

香老舗松栄堂　　　　　　　C2・00

京都で創業し300年余。雅やか

な香り力もh安らぐ時を演出。

〈人形町店〉
中央区日本橋人形町2－12－2

TEL03－3664－2307

〈銀座店〉中央区銀座銀座7－3－81F

TELO3－3572－6484

MAP

A・C2

一人一人に最適な眼鏡を仕立

てて138年。人形町、世田谷、八

王子など都内6店。

く本部〉世田谷区若林ト20－11
TEL0120－341－555

〈日本橋人形町店〉

中央区日本橋人形町1－15－6

MAP

Cl

東日本橋の地で90年余。職人

が一本ずつ丁寧に作り上げた

日本製の傘は、美しいアーチ
を描く。

中央区東日本橋3－9－7

TEL03－6206－2970

MAP

E

二つとない革の表情。見えない

場所に光る熟練の技。日本の職

人の衿持と奥ゆかしさが、無駄

のないデザインの中に息づく。

台東区蔵前2－1－23

蔵前立沢ビルA号
TEL03－5809－2117

MAP

D

木目込み人形の発祥、京都の

上賀茂神社より全国で唯一の

正式伝承者として認定。教室
も開講する。

台東区上野5－15－13
TEL0313833－9662

銀座十字屋ハープ＆フルートサロン　C3

日本初の西洋楽器店として銀

座で創業し、140年余。サロン

内では演奏会も開かれ、レッ
スンは優雅な時間。

中央区銀座4－4t5銀座旗ビル5F

TELO3－3535－2834

合羽橋　かまた刃研社　　　　　B

4世代にわたり刃物研磨の技

術を受け継ぐ。お買い上げ品
には無料・短時間で手彫りの

名入れサービス。

台東区松が谷2－12－6

TEL03－3841－4205

MAP

A

親子三世代が優に使える松本

民芸家具の専門店。“家族の文

化財’’として受け継いでいき

たい、こだわりの家具が揃う。

目黒区目黒3－ト9
TEL03－5725－7830

※営業時間11：00～18：00



狗攣苛温容

江戸硝子中金　　　　　　　　A

昭和21年創業、2色の硝子を

重ねて吹く「ポカン工法」を考

案。鮮やかな色被せ硝子を使用

した切子商品が人気。

江戸川区平井2－11－29

TEL03－3684－4611

MAP

Cl

日本の伝統や生き物たちへの

温かな眼差しをテーマとする

カレンダーを制作。「古布の歳

時記」「七十二候新撰」。

千代田区神田駿河台2－ト19
アルベルゴ御茶ノ水1006

TEL03－5259－9797

MAP

C2

店内に入ると、心地よい静寂
に包まれる。「精神的な必需

品」とも言える名品を集めた

名店だ。

中央区京橋2t8－8　新京橋ビル1F

TELO3－3567－7653

すみだ江戸切子館　　　　　　E

知久喜楽堂（DAIKI大貴洞）

堂々たる松羽目板、宮大工の手

による天井。能楽堂を4分の1

サイズで再現した能舞台を稽

古事や発表会などに貸出し。

問い合わせ：

中央区銀座7－12－4友野本社ビル801

TEL03－6226－2305

創業120余年の技が支える伝

統工芸「江戸切子」の体験工房

ショップ。記念品や贈り物に

も最適。

墨田区太平2－10－9

TEL03－3623－4148

MAP

C3

名刺・封筒・挨拶状、オフィスの

紙製品ならおまかせ。江戸の伝

統文様をあしらった名刺は、大

人の個性を演出。

中央区新富2－4－7

TELO3－5543－6311（大代表）

http二／／tsutafuLyamaZakurajp／Shop／

播与（はりよ）天然漆金継ぎ教室　Cl

江戸時代の漆商、播磨屋興ヱ

門の流れを汲む。全て天然の

素材にこだわり、金継ぎ教室を

はじめ初心者セットも販売。

台東区台東3－4ト4加藤ビル3F

TELO3－3834－1528

京はし満津金　　　　　　　C2

京橋に宿る町の記憶や江戸の価

値観を未来に継承していくこと

をテーマとする印刷店。御朱印

帳、江戸町火消錦絵なども販売。

中央区京橋2－6－5

株式会社金陽社印刷所内
TEL080－3543－2668

恵比寿堂ギャラリー　　　　　Cl

薬石花房幸福薬局　　　　　　C3

中国政府認定の中医師による

丁寧なカウンセリングで様々な

病気や悩み、美容にも対応。漢
方薬をオーダーメイドで調合。

千代田区内幸町1－1－1

帝国ホテルプラザ4F

TEL O3－3580－0259（完全予約制）

KRDNihombashi C2

未来に健康であり続けるため
に、今何をすべきか。正しい知

識から行動に繋げていくこと
をサポートする健診施設。

東京都中央区日本橋本町4－4－2
info＠krd－nihombashi．com

WCAフィットネスワオ　　　　Cl

御茶ノ水駅から徒歩5分の女
ノ性専用フィットネスクラブ。プ

ール、スタジオ、トレーニングジ

ムで心と身体をくまなくケア。

千代田区神田駿河台ト8－11
公益財団法人東京YWCA

TELO3－3219－2565
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浮世絵をはじめとする日本の

木版画の専門店。本物の浮世

絵を見てみたいという入門者
の方もお気軽に。

千代田区神田神保町1－9

稲垣ビル4F

TELO3－3219－7651

日本の手仕事の素晴らしさ
を伝えて70余年。陶磁器、掛

け軸、屏風などの美術工芸品

が揃う。

渋谷区神宮前6－ト10
TELO3－3400－2777

株式会社清心丹　　　　　　　C2

創業以来200年以上、予防医

療の大切さを呼び掛けてきた

薬舗。直営の薬局には漢方・
サプリメントも充実。

中央区日本橋人形町ト4－10

人形町センタービル
TEL03－3666－4848

紫山堂薬局

妹軸弟∵堅摘曜

MAP

A

明治44年、著荷谷で創業。「医

療」「健康」「美容」を核に一人
一人の心と身体をサポートす

る地域の健康ステーション。

好　く本店〉文京区大塚1－4－8
TEL03－3941－2171

屋形船品川船清　　　　　　　A

江戸情緒を今に伝える船宿。
全船が掘り炬燵式・椅子式で、

寛ぎのひと時を味わえる。お
祝いや記念日にも。

品川区北品川1－16－8

TEL03－5479－2731

MAP

D

台東の地で100年、受け継が

れる技と真心で造る東京仏壇。

〈本店ショールーム〉台東区台東3－27－11

TELO3－3835－8777（佐竹商店街）

〈小島店ショールーム〉台東区小島2－6－3

TELO3－385ト4440

MAP

C3

手作りの仕覆で包む茶道具や

仏像など、選りすぐりの逸品が

並ぶ。店主夫妻の優しい笑顔が

迎えてくれる。

中央区銀座7－10－8

第五太陽ビル1F
TELO3－3571－1233

大塚関釣具店　　　　　　　　A

江戸和竿を初め、江戸指物師

による水箱・餌箱・糸巻、袋

物等「江戸前の釣り」を提案す
る和の釣道具専門店。

文京区千石2－1－3
TEL03－3941－9622

ウエルシアホールディングス株式会社　Cl

調剤併設型ドラッグストアチェー

ンを展開。医療、生活、介護に関

わる商品や事業を通じ、豊かな社

会生活と健康な暮らしに貢献。

千代田区外神田二丁目－2－15
TEL03－5207－5878（代）

屋形船　三浦屋　　　　　　　Cl

江戸から続く老舗船宿。10～

108名まで対応できる貸切船、

2名からの乗合船、歴史巡りク

ルーズなど、楽しみ方いろいろ。

台東区浅草橋ト1－10
TEL0120－027－810



ヰ／無官亀倉

MAP

F

伊勢神宮の神々を示巳る「東京
のお伊勢さま」。神前結婚式創

始の神社として、伝統的な結

婚の儀式を守り伝えている。

千代田区富士見2－4－1
TEL03－3262－3566

日本橋三越本店　　　　　器

延宝元年（1673）三井高利が

呉服店「越後屋」を創業。日本
初の百貨店として誕生。常に

革新を続ける老舗。

中央区日本橋室町1－4－1
TEL03－324ト3311

ホテルザセレステイン東京芝　竃P

港区・芝、薩摩藩の上屋敷跡に

建つホテルには薩摩の薫りが

漂う。散策後の休息にも立ち

寄りたい。

港区芝3－23－1

TEL03－5441－4111

三井ガーデンホテル五反田　　芸P

都心の喧騒を忘れる地上16階

の大浴場。朝食には名物の窯焼

きメニュー。上質なもてなしが

非日常の世界へと誘う。

品川区五反田2－2－6

TEL03－3441－3331

ホテル龍名館東京　　　　　　　C2

東京駅・八重洲北口より徒歩
3分。ビジネスの中心地にあり

ながら、都心の喧燥と隔絶し

た寛ぎの空間を提供。

中央区八重洲ト3－22
TEL03－3271tO971

紀尾井ホール　　　　　　　　　H

江戸情緒漂う紀尾井。「邦楽」
「クラシック」2つの専用ホール

で、すぼらしい響きをどうぞ。

千代田区紀尾井町6番5号

〈紀尾井ホールチケットセンター〉
TEL03－3237－0061

（10：00～18：00、日祝休）

ガスミュージアム　　　　　　　　A

東京ガスの事業の歴史及び暮

らしとガスのかかわりを紹介。

明治期の錦絵の企画展も開催。

小平市大沼町4－31－25

TEL042－342－1715

入館無料10：00～17：00　休館日月曜

（祝・振替休日の場合は翌日）、年末年始
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MAP

C2

繊維の町・日本橋で、人と土地

の明日を紡ぎ続けて半世紀。不

動産のご用命は地元で愛され

る久松商事へ。

中央区日本橋久松町10－10

久松ビル
TEL03－3661－3211

日本橋高島屋　　　　　　　　　C2

百貨店建築として日本初の重

要文化財に認定。いつの時代
も人々の暮ら‘しに寄り添う日

本橋の百貨店。

中央区日本橋2－4－1

TEL03－321ト4111

東京イ「ストサイドホテル擢会（かいえ）A

東京駅より3駅、潮見駅前すぐ。

館内のレストランではアート

に彩られた寛ぎの空間で、極上

の美食が味わえる。

東京都江東区潮見2－8－11

TEL03－3699－1403

三井ガーデンホテル京橋　　　　C2

東京駅徒歩5分。随所にあし
らわれた和の意匠が、落ち着い

たひと時を演出する。平日限定

の日替わりランチも好評。

中央区京橋1－3－6
TEL03－3231－3131

三井ガーデンホテル六本木プレミア　G

さりげなく和の文化を感じさ

せる客室が、大人の滞在を演

出。セミビュッフェ形式の朝食

や上質なアメニティも好評だ。

港区六本木3－15－17

TEL03－5545－1431

劇場・ホール
博物館

セイコーミュージアム　　　　　　C3

「時と時計」に関する研究資料

を収集・保存している博物館。

日時計や和時計、セイコーの

歴史を彩る名品の数々を展示。

中央区銀座4－3－13

セイコー並木通りビル

TEL03－5159－1881

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所C2

「ソレイユ」は太陽という意

味。様々な問題、お一人で悩ま

ず、まずはお気軽にお問合わ
せ下さい。

千代田区丸の内2－2－1岸本ビルヂング4F

TELO3－5224－3801

FAX03－5224－3802

神田神社（神田明神）　　　　　cl

江戸東京に鎮座して約1300

年。将軍家から江戸庶民まで、

篤い尊崇を集めた“江戸総

鎮守”。

千代田区外神田2－16－2

TEL03－3254－0753

ホテル

お茶の水ホテルジュラク　　　　Cl

神田明神からほど近く。木の
温もりを感じる客室でゆっく

り寛げる。健康食材を使った

人気のビュッフェも併設。

千代田区神田淡路町2－9
TEL03－3251－7222

三井ガーデンホテル大手町　　　C2

木の温もりと緑溢れるオフィ
ス街のオアシス。ゆったりとし

た客室、日替わりで楽しめる世

界各国のサンドイッチも人気。

中央区千代田区内神田2－1－2
TEL03－3254－3131

ホテルかずさや　　　　　　　　C2

創業130年を迎えた2020年に

リニューアルオープンした日本

橋の老舗ホテル。徒歩5分圏内に

」R・メトロ4駅とアクセス至便。

中央区日本橋本町4⊥7－15
TEL03－324ト1045

国立劇場（日本芸術文化振興会）　　H

日本の伝統的な舞台芸術を鑑

賞できる劇場。歌舞伎・文楽
をはじめ多くのジャンルを定

期的に開催。

千代田区隼町4－1
TEL03－3265－7411（代）


