
平成 25 年 10 月 3 日 
報道関係者各位  

TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会 
三 井 不 動 産 株 式 会 社 

 

市川海老蔵丈、中村獅童丈のトークイベントを初開催 

「TOKYO KIMONO WEEK 2013 ～きもの・和・日本橋～」 
2013 年 10 月 17 日（木）～29 日（火） 日本橋地区で開催 

 

TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会は、今年で 7回目となる、着物文化を発信し街に賑わいを創出するイベ
ント「TOKYO KIMONO WEEK 2013～きもの・和・日本橋～」を 10 月 17 日（木）から 29 日（火）まで開催
いたします。 

今年は、恒例となった「日本橋 橋上」で行われる『きもの大集合写真』や『きものフォトセッション』、
着物を着用して日本橋の老舗・名店などに来店するとさまざまなサービスが受けられる『きもの特典』
に加え、歌舞伎役者・市川海老蔵氏が語る『和の世界（10 月 23 日）』や、中村獅童氏とその母である小
川陽子氏が出演する講演会『梨園に学ぶ 和のおつきあい術（10 月 24 日）』を初開催。また、日本橋三
越本店と日本橋髙島屋の両百貨店が「TOKYO KIMONO WEEK」のためにコーディネートする計 24 着の着物
が会場を華やかに彩ります。その他、両百貨店による連携企画『きものスタンプラリー』も初めて開催
します。 
これらのイベントを通じ、日本橋を訪れる多くの方々に着物の美しさを体感していただき、日本独自の
文化として愛されている着物の魅力を、日本橋から全国に発信していきます。 

「TOKYO KIMONO WEEK 2013～きもの・和・日本橋～」 主なイベント概要 

◆きもの大集合写真：10 月 27 日（日）14：00～ 参加無料（小雨決行）  
日本橋の橋上を通行止めにして、着物姿の一般参加者（2012 年実績：約 200 名）と大集合写真を撮
影いたします。 

◆きものフォトセッション：10 月 27 日（日）10：00～ 参加無料 
三井本館周辺、コレド日本橋アネックス広場にて、着物着用の方を対象にプロのカメラマンが写真
撮影をいたします。 
 
◆きもの特典：10 月 17 日（木）～29 日（火） 
着物を着用して日本橋の老舗・名店に来店した方に、82 店舗（10 月 3 日現在）で、ワンドリンク
無料などさまざまなサービスを提供します。 

◆【初開催】市川海老蔵 特別プログラム 和の世界：10 月 23 日（水）11：00～ 参加有料 
日本橋にゆかりのある成田屋 十一代目海老蔵氏によるトークショー。自主開催している“ABKAI”
の映像や、華道家元 池坊によるデモンストレーションも行います。 

◆【初開催】梨園に学ぶ 和のおつきあい術：10 月 24 日（木）19：00～ 参加有料 
挨拶・贈りもの・手紙はおつきあいの根幹という、小川陽子氏に聞く「和のおつきあい術」。特別
ゲストに中村獅童氏も出演します。また、会場である日本橋三井ホールには、三越・髙島屋が演出・
コーディネートする 24 着の着物を展示します。 

◆【初開催】きものスタンプラリー：10 月 25 日（金）～27 日（日）参加無料 
日本橋三越本店と日本橋髙島屋が連携するスタンプラリーを初開催。  
期間中に着物を着て両百貨店のスタンプを集めると、各店先着 500 名様に、「TOKYO KIMONO WEEK 2013」
オリジナルの限定手ぬぐいをプレゼントいたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

きもの大集合写真 

（2012年開催時の様子） 小川陽子氏 市川海老蔵氏 
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手ぬぐい（イメージ） 

きものフォトセッション 

（2012年開催時の様子） 



「TOKYO KIMONO WEEK 2013～きもの・和・日本橋～」実施概要 

実施期間：2013 年 10 月 17 日（木）～29 日（火） 

主 催：TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会 

特別協賛：三井不動産 

協 賛：日本橋三越本店、日本橋髙島屋、東京織物卸商業組合 

後 援：中央区（予定） 

協 力：名橋「日本橋」保存会、日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会、 

国土交通省東京国道事務所、野村不動産、芝居茶屋 新日屋 

H P：「まち日本橋」特設ページ（URL www.nihonbashi-tokyo.jp/kimono2013） 

 

＜主催イベント＞ 
名称 実施日 場所 

① きもの大集合写真 10/27（日）  日本橋 橋上 

② 梨園に学ぶ 和のおつきあい術 10/24（木） 日本橋三井ホール 

③ きもの特典 10/17（木）～29（火） 日本橋エリア 

④ きものフォトセッション 10/27（日） 
三井本館周辺 
コレド日本橋アネックス広場 

⑤ きものスタンプラリー 10/25（金）～27（日） 日本橋三越本店、日本橋髙島屋 

＜連携イベント＞ 
名称 実施日 場所 

⑥ 市川海老蔵 特別プログラム 和の世界 10/23（水） 日本橋三井ホール 

⑦ きものステーション 10/27（日） YUITO 6 階 中ホール 

⑧ きものサローネ in 日本橋 10/20（日）～22（火） 
日本橋三井ホール、 
YUITO 5 階・6階 

⑨ 東京きものの女王 2014 コンテスト 10/20（日） 
日本橋三越本店 本館 1階  
中央ホール 

⑩ 松阪木綿キャラバン隊 10/16（水）～17（木） 三重テラス 

⑪ ドキュメンタリー映画「紫」上映会 
～吉岡幸雄さん ミニトーク付き～  

10/27（日） YUITO 6 階 

⑫ 三越のきものフェスタ 10/16（水）～29（火） 日本橋三越本店 

⑬ 髙島屋きものウイークス 
～伝統と美の継承～ 

10/16（水）～29（火） 日本橋髙島屋 

 

・「TOKYO KIMONO WEEK」とは？ 

着物の歴史と文化を見直し、着物の新たな可能性や、「和」が有する価値を再発見する企画として 2007

年から江戸文化発祥の地「日本橋」で行っています。着物の特色・魅力を多くの方に理解してもらい、

和装の美とまとう事の楽しさを感じ取っていただく事で、ご自身の気持ちの持ち方や立ち居振る舞い

の変化を実感してもらえる内容となっています。着物の魅力を通じ、本物の日本に出会える楽しさを

日本全国、そして世界へと発信する年に一度の祭典です。 

 

三井不動産は官民地元が一体となって、「残しながら、蘇らせながら、創っていく」をコンセプトとし

た、地域の活性化と街に新たな魅力を創造する活動「日本橋再生計画」を推進しています。着物に親

しむ人々が数多く集まる本イベントを通じて、日本橋から着物文化を発信するとともに、日本橋地域

の活性化に繋げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料① 

「TOKYO KIMONO WEEK 2013～きもの・和・日本橋～」イベントスケジュール 

 
「TOKYO KIMONO WEEK 2013～きもの・和・日本橋～」イベントマップ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10月

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

① きもの特典 日本橋エリア

② 梨園に学ぶ 和のおつきあい術 日本橋三井ホール（コレド室町5階・6階）

③ きもの大集合写真 日本橋 橋上

④ きものフォトセッション 三井本館周辺、コレド日本橋アネックス広場

⑤ 三越・髙島屋スタンプラリー 日本橋三越本店、日本橋髙島屋

⑥ 三越のきものフェスタ 日本橋三越本店

⑦ 髙島屋きものウイークス～伝統と美の継承～ 日本橋髙島屋

⑧ きものステーション YUITO 6階 中ホール

⑨ きものサローネ in 日本橋 日本橋三井ホール（コレド室町5階・6階）、YUITO5階・6階

⑩ きものの女王2014コンテスト 日本橋三越本店 本館1階 中央ホール

⑪ 松阪木綿キャラバン隊 三重テラス

⑫ 市川海老蔵 特別プログラム 和の世界 日本橋三井ホール（コレド室町5階・6階）

⑬ ドキュメンタリー映画「紫」上映会
    ～吉岡幸雄さん ミニトーク付き～

YUITO 6階

会場名称

主催イベント

連携イベント



＜主催イベント＞ 
①きもの大集合写真 
開 催 日 時：10 月 27 日（日）14：00～ ※小雨決行 
開 催 場 所：日本橋 橋上 
内   容 : 日本橋の橋上を通行止めにして、着物姿の一般参加者

（2012 年実績：約 200 名）が、10 月 20 日（日）に選出さ
れる「東京きものの女王 2014」とともに集合写真の撮影を
行います。参加者にはひざかけをプレゼントいたします。 
※写真は後日、WEB サイト「まち日本橋」からダウンロード可。 

料 金：無料 

 

②梨園に学ぶ 和のおつきあい術 
開 催 日 時：10 月 24 日（木）19：00～20：30 
開 催 場 所：日本橋三井ホール（コレド室町 5階・6階） 

内 容：挨拶・贈りもの・手紙は、おつきあいの根幹という、小川
陽子氏に聞く「和のおつきあい術」。特別ゲストに中村獅童
氏が出演します。また、会場内では、三越・髙島屋が演出・
コーディネートする 24 着の着物の特別展示を実施。日本橋
ならではの、壮麗な着物の数々が会場を華やかに彩ります。 

料 金：2,000 円（税込） 

 

③きもの特典 
開 催 期 間：10 月 17 日（木）～29 日（火） 
開 催 場 所：日本橋周辺の飲食物販店・商業施設・文化施設 
参加店舗数：82 店舗（10 月 3 日現在） ※添付資料③参照 
内 容：日本橋の老舗や名店、美術館などの商業施設を含めた 82 店舗（10 月 3 日現在）において、

着物着用でご来店のお客さまにさまざまな特典をご用意しています。 
※参加店舗詳細や特典内容は WEB サイト「まち日本橋（www.nihonbashi-toky/kimono2013）」に掲載中です。 

 

④きものフォトセッション 
開 催 日：10 月 27 日（日） 
開 催 時 間：三井本館周辺 10：00～14：00 

コレド日本橋アネックス広場 10：00～13：30 
※受付は終了時間の 30 分前まで 

開 催 場 所：三井本館周辺、コレド日本橋アネックス広場 
内 容：着物を着用の方を対象にプロのカメラマンが写真撮影を行います。 

撮影した写真データは、後日メールにてお送りいたします。 
料 金：無料 
参 加 条 件：着物着用、もしくは 1グループに 1名以上の着物着用の方がいること。 

 

 

⑤きものスタンプラリー 
開催 期 間：10 月 25 日（金）～27 日（日） 
開 催 場 所：日本橋三越本店 本館 4階 呉服フロア 

日本橋髙島屋 7 階 呉服サロン 
内 容：日本橋の百貨店 2 社が連携するスタンプラリー。期

間中に着物を着用で、両店のスタンプを集めると各
店先着 500 名様に、「TOKYO KIMONO WEEK 2013」オリ
ジナルの限定手ぬぐいをプレゼントいたします。 

料 金：無料 

 

【主催イベントに関する問合せ先】 

お客様問合せ先 TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会事務局 TEL 03-5652-5403（芝居茶屋 新日屋 内／平日 10：00～17：00） 

取材問合せ先 株式会社プラップジャパン（町田、江川） TEL 03-4580-9103 FAX 03-4580-9129 E-mail  m-machida@prap.co.jp（町田）  

特別ゲスト 

中村獅童氏 

オリジナルの限定手ぬぐい（イメージ） 

聞き手 

クリス智子氏 

ゲスト・小川陽子氏 

きもの大集合写真
（2012年開催時の様子） 

添付資料② 

きものフォトセッション 

（2012年開催時の様子） 



＜連携イベント＞ 

⑥市川海老蔵 特別プログラム  和の世界 
開 催 日 時：10 月 23 日（水）11：00～（開場 10：15） 
開 催 場 所：日本橋三井ホール（コレド室町 5 階・6階） 
主 催：株式会社 3Top 
内 容：日本橋にゆかりのある成田屋 十一代目海老蔵氏によるトークショー。

自主開催している“ABKAI”の映像や、華道家元 池坊によるデモンス
トレーションも行います。 

料 金：3,000 円（税込）（郵送手数料別途 500 円） 
取材問合せ先：株式会社 3Top TEL 03-5447-6077（平日 11:00～17:00） 

HP www.3top.jp/wanosekai 
【市川海老蔵プロフィール】 

成田屋十一代目。1977 年に十代目市川海老蔵（十二世・市川團十郎）の長男として東京に生まれ

る。2004 年、歌舞伎座にて十一代目市川海老蔵を襲名。国内外での歌舞伎公演のほか、映画の主演や、ミュージカル、新

作、時代劇など数々の舞台を務めており、活躍は幅広い。 

 

⑦きものステーション 
開 催 日 時：10 月 27 日（日）10：00～14：00 ※着付け 14：00 まで、脱衣・クローク 17：00 まで 
開 催 場 所：YUITO 6 階 中ホール 
主 催：東京きもの倶楽部 
内 容：着物をお持ちでない方や、お一人で着られない方にも楽しんでいただく為の、着物レンタ

ル・着付けサービス。本年で 2回目の開催です。 

料 金：レンタル 3,000 円（税込）／着付け 1,000 円（税込）／お直し無料 
レンタル内容：着物・帯・襦袢・草履・足袋  
取材問合せ先：芝居茶屋 新日屋 TEL 03-5652-5403（平日 10：00～17：00） 

 

⑧きものサローネ in 日本橋 
開 催 日 時：10 月 20 日（日）～22 日（火）10：30～21：00 
開 催 場 所：日本橋三井ホール（コレド室町 5 階・6階）、YUITO 5 階・6階 
主 催：きものサローネ in 日本橋実行委員会 
共 催：東京織物卸商業組合、京都織物卸商業組合、西陣織工業組合 
内 容：日本各地から 164 社が出展し、 新作の数々を展示。さらにフ

ァッションショーやスペシャルトーク、ライブなどのイベント
も開催します。 

料 金：入場無料 
取材問合せ先：きものサローネ in 日本橋実行委員会事務局 TEL 03-3661-8859（平日 10：00～16：00） 

HP www.kimono-salone.com 

 

⑨東京きものの女王 2014 コンテスト 
開 催 日 時：10 月 20 日（日）13：00～15：00 
開 催 場 所：日本橋三越本店 本館 1階 中央ホール 
主 催：東京きもの振興会 
内 容：日本女性の美を際立たせる“きもの姿”の No.1 を選ぶ伝統的 

なイベント。今年で 47 回目。 
取材問合せ先：東京きもの振興会 TEL 03-3663-2104（平日 10：00～17：00） 

 

⑩松阪木綿キャラバン隊（松阪木綿で街歩き プチ体験） 
開 催 日 時：10 月 16 日（水）14：30～16：00、17 日（木）10：00～12：00 
開 催 場 所：三重テラス(YUITO ANNEX1 階) 
主 催：三重県松阪市 
内 容：三重テラスの 2 階多目的ホールでは、松阪木綿の着物に着替え、新浮世小路を散策できる

体験イベントを実施。その場で撮影した記念写真をプレゼント。 
取材問合せ先：松阪市役所 まちづくり交流部 観光交流課 TEL 0598-53-4406 

HP www.city.matsusaka.mie.jp 

市川海老蔵氏 

きものサローネ in 日本橋 

（2012 年開催時の様子） 

東京きものの女王2013コンテスト

（2012 年開催時の様子） 



⑪ドキュメンタリー映画「紫」上映会 ～吉岡幸雄氏 ミニトーク付き～ 

開 催 日 時：10 月 27 日（日）16：00～ 
開 催 場 所：YUITO 6 階 大ホール 
主 催：芝居茶屋 新日屋 
内 容：日本の風土が育んだ植物染料の美しさにとり憑かれた染織史家・吉岡

幸雄氏が日本の色を取り戻す闘いを描いたドキュメンタリー映画。化
学染料によって失われつつあった染織植物の農家を探し、栽培すると
ころから始まります。 

料 金：当日 1,500 円（税込）、前売 1,000 円（税込） 
取材問合せ先：芝居茶屋 新日屋 TEL 03-5652-5403（平日 10：00～17：00） 

 

⑫三越のきものフェスタ 
開 催 期 間：10 月 16 日（水）～29 日（火） 
開 催 場 所：日本橋三越本店 本館 4階 呉服フロア 
主 催：日本橋三越本店 
内 容：「呉服の三越」が開催する着物の魅力が満載の 2 週間。着物初

心者から上級者まで楽しめる、さまざまな着物や小物展示や着
付けの実演を実施。 

取材問合せ先：日本橋三越本店 PR 担当 
TEL 03-3274-8725 
HP www.mitsukoshi.co.jp 

 

【主なイベント】 
■ゆうゆう＆ゆうゆうブックス「きれいに生きる」ステージ 
開 催 場 所：日本橋三越本店 本館 1階 中央ホール 
主 催：主婦の友社 
内 容：著名人をゲストに迎えての講演会 
スケジュール：浅丘ルリ子氏（女優）10 月 16 日（水）14：30～ 

鏡リュウジ氏（心理占星術研究家・平安女学院大学客員教授）10 月 17 日（木）12：30～ 
ピーコ氏（タレント）10 月 17 日（木）14：30～ 
石田純子氏（スタイリスト）10 月 18 日（金）12：30～、10 月 19 日（土）13：30～ 
葉石かおり氏（エッセイスト）10 月 19 日（土）15：30～ 

 

 

⑬髙島屋きものウイークス～伝統と美の継承～ 
開 催 期 間：10 月 16 日（水）～29 日（火） 
開 催 場 所：日本橋髙島屋 7 階呉服サロン・8階催会場 
主 催：日本橋髙島屋 
内 容：日本の染織が伝える伝統の美を多彩にご紹介する 2 週間。   

本物のもつ美しさをご覧いただけます。 
取材問合せ先：日本橋髙島屋 宣伝部 担当：久米村・小平 

TEL 03-3246-4471 
HP www.takashimaya.co.jp/tokyo 

 

【主なイベント】 
■第 1週 幽玄の美 若松華瑶 唐織帯地展 
開 催 日 時：10 月 16 日（水）～10 月 22 日（火）※ 終日は 17：00 閉場 
開 催 場 所：日本橋髙島屋 7 階呉服サロン 
 
■第 2週 悠久の美 創業 170 周年記念～川島織物展～ 
開 催 日 時：10 月 23 日（水）～10 月 29 日（火）※ 終日は 18：00 閉場 
開 催 場 所：日本橋髙島屋 8階催会場 
 
 
 

きもの新ショップ 

「華むすび」（イメージ） 

川島織物展（イメージ） 

吉岡幸雄氏 



添付資料③ 

＜きもの特典 参加店舗・施設＞（10 月 3 日現在） 

※詳細は「TOKYO KIMONO WEEK 2013～きもの・和・日本橋～」」の特設ホームページ

（www.nihonbashi-tokyo.jp/kimono2013）にて公開しております。 

※本特典は原則として、お店でご飲食・ご購入いただいたお客様が対象となります。 

※目印のある店舗のみ特典が受けられます。 

※ご注文の際に『きもの特典』ご利用の旨を、必ず店舗スタッフにお声がけください。 

※他割引き、他サービスとの併用はできません。 

※参加店舗・施設の特典内容、対象条件などは予告なく変更・終了となる場合がございます。予めご了承ください。 

※原則としてお一人様、一店舗につき一回限りの利用となります。 

※営業時間、定休日は各店舗・施設に準ずるものとします。詳しくは各店舗までお問合せください。 

 

■日本橋・室町、本町エリア 

NO. 店舗名 カテゴリ 特典内容 電話番号 

01 割烹 日本橋とよだ 日本料理 オリジナルてぬぐいプレゼント 03-3241-1025

02 たいめいけん 西洋料理 2 階をご利用の方、コーヒーとアイスクリームをサービス 03-3271-2464

03 日本橋 ゆかり 日本料理店 食前酒をサービス 03-3271-3436

04 レストラン 桂 西洋料理 コーヒーを 1 杯サービス 03-3241-4922

05 有便堂 画材・和紙小物 1,000 円以上お買い上げで、オリジナルハガキをプレゼント 03-3241-6504

06 八木長 本店 鰹節・乾物食品 かつおミニパック１袋プレゼント ※おひとり様 1 回限り 03-3241-1211

07 神茂 半ぺん、蒲鉾 
税込 1,500 円以上ご購入のお客様「だしの素（大）」×1 本プレ

ゼント 
03-3241-3988

08 
山本海苔店 日本橋

本店 
海苔小売販売 海苔茶漬「梅の友」2 袋をプレゼント 03-3241-0290

09 山本山 日本橋本店 お茶・海苔 のり 茶漬け プレゼント  03-3281-0010

10 榮太樓總本鋪 和菓子 
商品を500円以上お買い上げいただいた方に「榮太樓飴」をプ

レゼント 
03-3271-7785

11 
ミカド珈琲店 

日本橋本店 
喫茶店 『ミカドプチオータムプレゼント』サービス 03-3241-0530

12 ZEN 茶'fe カフェ ドリンク（M サイズ）半額サービス 03-3270-3672

13 室町砂場 日本そば 生ビール 1 杯またはおしるこ 1 杯サービス 03-3241-4038

14 てん茂 てんぷら店 先着 30 名様にオリジナルてぬぐいをプレゼント 03-3241-7035

15 
ニホンバシイチノイチ

ノイチ 
創作和食 

お会計より 15％OFF ※ディナータイム、割引上限 5,000 円、

ハッピーアワーおよびコース利用不可 
03-3516-3111

16 割烹 松楽 
日本料理・ 

とんかつ 
グラス生ビール（1 杯）サービス 03-3241-3573

17 らいん カレー専門店 カレーご注文で 100 円オフ 03-3279-5084

18 蛇の市本店 鮨 利き酒師の選んだ日本酒を 1 杯サービス 03-3241-3566

19 
日本橋室町 豊年萬

福 
和食居酒屋 店内物販 500 円オフ 03-3277-3330

20 
ヘアサロン ONO 艶

出専科 
ヘアサロン 

当店で技術サービスを受けられた方に限り 

男性：フットウォッシュ、女性：ハンドケア サービス 
03-3211-7031



21 
ヘアサロン ONO iki

本店 
ヘアサロン 

当店で技術サービスを受けられた方に限り 

男性：フットウォッシュ、女性：ハンドケア サービス 
03-3213-0458

22 黒江屋 漆器店 来客者全員 20％オフ 03-3272-0948

23 首都高 本町駐車場 駐車場 
駐車票 1 枚につき駐車料金 30 分サービス券 1 枚をご提供 ※

駐車場中央の管理員室に駐車票をお持ちください 
03-3270-8861

24 小林宝林堂 
和家具・漆器の 

専門店 
塗箸をプレゼント ※お連れ様 1 名様まで 03-3241-2685

25 懐石料理 はし本 懐石料理 生ビール（小）1 杯サービス 03-6225-2456

26 ときわ木 
和生菓子製造

販売 
1,000 円以上お買い上げの方にくろまんじゅう１個プレゼント 03-3271-9180

27 いけ増 日本橋店 和食 

‐2℃の喉ごしを体験できる『アサヒ EXTRA COLD（エクストラコ

ールド）』1 杯サービス ※お連れのお客様は 3 名様までサー

ビスいたします 

03-3271-5685

28 
三重テラス レストラ

ン 
イタリアン ワンドリンクサービス 03-5542-1030

29 三井記念美術館 美術館 
ご来館された方、（着物着用のご本人様のみ）にショップ、およ

びカフェでの特典サービスをご用意します 

 

03-5777-8600

(ハローダイヤ

ル) 

30 

マンダリン オリエン

タル 東京 

オリエンタルラウンジ 

ラウンジ 
着物着用のお客様 4 名以上でアフタヌーンティーをご利用時、

ハロウィン パンプキンクッキーをプレゼント 
0120-806-823

31 

マンダリン オリエン

タル 東京 

シグネチャー 

フレンチ レスト

ラン 

着物着用のお客様 2 名以上のご利用でスパークリングワイン

1 人 1 杯サービス 
0120-806-823 

 

■人形町エリア 

32 フレンチーズ 
フレンチ/ビスト

ロ 
お好きなデザートを 1 品サービス 03‐5643‐3733

33 人形焼本舗板倉屋 人形焼 
焼きたての人形焼を１個サービス ※人形焼が売切れの場合

はお好きな煎餅を１袋サービス 
03-3667-4818

34 東京唐草屋 風呂敷専門店 2,000 円以上ご購入の方にちりめん小物プレゼント 03-3661-3938

35 FESTINA LENTE イタリア料理 ドリンク 1 杯サービス ※ディナータイム限定 03-3662-5196

36 和膳いい田 日本料理 オリジナル日本てぬぐい 1 本プレゼント 03-6206-2279

  



■東日本橋、その他エリア 

37 喜代川 うなぎ 特製てぬぐいをプレゼント 03-3666-3197

38 スペインバル hachi スペインバル スパークリングワイン 1 杯サービス 03-6231-1817

39 伊場仙ショールーム 扇子・団扇 歌舞伎柄ポチ袋プレゼント ※お連れ様にもプレゼント 03-3664-9261

40 
リトルマーメイド 東

日本橋店 
パン屋 缶コーヒー１本サービス ※パンをご購入の方 03-3862-9861

41 喫茶デルフリ村 喫茶店 シャーベットをサービス 03-3861-2986

42 あひ鴨一品 鳥安 鴨料理 
ウェルカムドリンク 1 杯サービス ※生ビールかソフトドリンク 1

杯 1 グループにつき 4 名様まで 
03-3862-4008

43 伊勢重 
すき焼き 

他和牛料理 

ご夕食コースご利用で食肉組合『東京カレー』プレゼント 

1 グループにつき 5 名様まで ※他サービスとの併用不可 
03-3663-7841

44 鰻 高嶋家 鰻・和食 
苺のブランマンジェ・生姜黒蜜をサービス ※1 グループにつき

4 名様まで ※場合により他の和菓子に変更の可能性あり 
03-3661-5909

45 割烹 嶋村 日本料理 
ウェルカムドリンクグループ全員に 1 杯サービス ※ディナータ

イム限定 
03-3271-9963

46 日本橋 舟寿し 寿司割烹 
グラス生ビール 1 杯サービス ※ディナータイム限定 お連れ

様 3 名様まで 
03-3661-4569

 

■日本橋三越本店 

47 日本橋三越本店 百貨店 本館 7 階特別食堂でお食事をされた方にワンドリンクサービス 03-3241-3311

 

■日本橋髙島屋 

48 日本橋髙島屋 百貨店 
7 階呉服サロンにお越しの方に、山田松香木店匂い袋プレゼ

ント ※先着 200 名様 
03-3211-4111

 

■コレド日本橋 

49 ネイルクイック ネイルサロン 
施術メニューから 10％オフ ※その他割引併用不可、商品購

入は対象外 
03-3242-8447

50 コスメキッチン 
オーガニックコ

スメ・雑貨 
サンプル（オーガニックコスメ）プレゼント 03-5203-2210

51 妻家房 韓国料理 生ビール（小）or ソフトドリンク 1 杯サービス 03-5204-0108

52 
Selle de bains コレド

日本橋店 
バスグッズ 

フランス産マルセイユ石けん＆タイ産ナチュラル石けん 30％オ

フ 735 円→514 円（税込） 840 円→588 円（税込） 
03-6265-1097

53 和食屋の惣菜 えん 和惣菜 
ポイントカード W ポイントサービス ※だし茶漬けをお召し上

がりのお客様 
03-3517-6396

54 
ロアフィリー コレド日

本橋店 

服飾・ライフグッ

ズ 
全品 10％オフ 03-6214-1850

55 off&on 生活雑貨 ポイントカード 5 倍 03-6265-1098

  



 

■コレド室町 

56 日本橋 木屋本店 刃物・他 一品 3,150 円以上お買い上げの方、お会計より 5％オフ 03-3241-0110

57 
カフェ エメ・ヴィベー

ル 
フレンチカフェ 

グラスワイン赤・白、オレンジジュース、ウーロン茶のいずれか

サービス 
03-6225-2552

58 ケ ヴォーリア！ イタリア料理 
アッフォガード（バニラアイスのエスプレッソがけ）プレゼント ※

1 グループにつき 4 名様まで ※他サービスとの併用不可 
03-6225-2200

59 にんべん日本橋本店 
鰹節・調味料・

だし場 
お会計より 5％オフ ※対象除外品有り 03-3241-0968

60 日本の御馳走 えん 
惣菜と和食材の

セレクトストア 
お会計より 5％オフ 03-3548-0096

61 箔座日本橋 箔製品・喫茶他 
2,100 円（税込）以上お買い上げの方に「ぱっきん箸」（2 膳セッ

ト）をプレゼント 
03-3273-8941

62 四川飯店 日本橋店 中国四川料理 
ワンドリンクサービス ※グラス生ビール、オレンジジュース、

ウーロン茶のいずれか 
03-6225-2233

63 ビストロ石川亭 フレンチビストロ 

ディナータイム（17：00～22：00）にお食事の方にファーストドリ

ンクサービス ※グラススパークリングワイン、カクテル、ソフト

ドリンク等 

03-6225-2010

64 日本橋 平田 豚肉料理 お食事料金より 5％オフ 03-6225-2029

65 ジャスミン タイ タイ料理 
ディナータイムに 2 名様以上でご来店のお客様に 1 テーブル 1

皿春雨サラダをプレゼント 
03-6225-2442

66 米祥 
お米が主役の

和食 

ディナータイムにお食事の方におまかせ先付または、食前酒

のサービス 
03-6225-2424 

67 
和牛一頭焼肉 盛岡

手打冷麺 房家 
焼肉 ディナータイムにお食事の方にワンドリンクサービス 03-6225-2347

68 ざくろ室町 
しゃぶしゃぶ・ 

日本料理 
ディナータイムにお食事の方にワンドリンクサービス 03-3241-4841

69 日本橋案内所 
インフォメーショ

ン 

1,500 円以上お買い上げのお客様に「ちりめん製巾着」を一つ

プレゼント ※無くなり次第終了 
03-3242-0010

70 菜な 和食居酒屋 

ランチ…菜なのおばん菜御膳 2,500 円→2,000 円 

ディナー…ワンドリンクサービス（ビール・ワイン・一部のソフトド

リンク） 

※ランチ・ディナーともにクーポン併用不可 

03-3548-0977 

71 日本橋墨之栄 
原始焼き・鮮

魚・日本酒 
ディナー時のみデザートサービス 03-3548-9917

 

■日本橋三井タワー 

72 

千疋屋総本店 

千疋屋フルーツパー

ラー 

フルーツパーラ

ー 

2 階フルーツパーラー・レストランにて 3,000 円以上ご利用のお

客様に限り 5％オフの特典サービス 
03-3241-1630

73 日本料理 櫻川 日本料理 食前酒 1 杯サービス 03-3279-0039

 



■YUITO 

74 

ホテルオークラ中国

料理 

「桃花林」日本橋室

町賓館 

中国料理 お会計より 5％オフ 03-3231-2883

75 TAVERN（タバーン） 
カフェ・カジュア

ルバー 

ディナータイムに 20％オフ ※土日祝 17：00～20：00、平日 

17：00～23：00 
03-3231-2881

76 天一 日本橋室町店 天ぷら ソフトドリンク 1 杯サービス 03-3272-7141

77 ILUMS 日本橋店 インテリア雑貨 
3,150 円（税込）以上お買い上げのお客様に『幸せを呼ぶコイ

ン』1 つプレゼント 
03-3548-8881

78 

XEX 日本橋  

Salvatore Cuomo 

Bros. 

イタリアン お会計より 10％オフ 03-3548-0065

79 
XEX 日本橋  

The BAR 
バー お会計より 10％オフ 03-3548-0065

80 
XEX 日本橋  

GOLF SIMULATION 
ゴルフ・カラオケ お会計より 10％オフ 03-3548-0065

 

■乗船 

81 日本橋クルーズ 
東京湾クルージ

ング 
乗船料 200 円オフ 03-5679-7311

82 

お江戸日本橋舟めぐ

り 

～歴史感じるお散歩

クルージング～ 

江戸東京再発

見コンソーシア

ム 

「お江戸日本橋舟めぐり」ご参加の方に特製ハガキプレゼント 03-3668-0700

 

 

 


