


［食の日本橋］［食の日本橋］
江戸の食の四天王といわれる「うなぎ」
「寿司」「天ぷら」「蕎麦」。日本橋のた
もとの魚河岸から新鮮な魚が手に入
ることや、野田や銚子で作られる濃
い口の醤油が出回るようになったこ
となどから流行します。最初は手

軽に屋台で食べられるスタイ
ルだったのです。

日本橋大伝馬町から堀留町あたりを中心
に、江戸時代からの繊維問屋街が広がり
ます。江戸の町人のきものはほぼ木綿だっ
たので、木綿問屋や呉服商が多く店を構
えていました。その多くは、近江（今の

滋賀県）や伊勢（同じく三重県）から
来た商人たち。「越後屋」「髙島屋」
「西川」などもそうでした。

［衣の日本橋］［衣の日本橋］

日本橋一帯は、江戸開幕の際に江戸城建設と堀割り
と埋め立て工事によりできた「下町」です。「中央区」
なのに「下町」というのは、意外に思われるかもしれま
せんね。
江戸城の玄関口「大手門」に近い地の利を活かし、
水運に恵まれ流通も盛んなことから、全国の商人や職人
が集められ、やがて日本の経済をも動かす街へと発展し
ました。江戸から東京へと変わる際に、別格を誇った「旧
日本橋区」は「旧京橋区」と合併して「中央区」に統合
されました。

江戸は水運で発達した街、
日本橋はその中心に堂 と々。

日本橋から日本は動いた日本橋から日本は動いた
日本橋一帯が栄えるのは江戸時代。開幕ののち、徳川家康の全国の
道路整備計画に伴い初代の日本橋が架けられました。その後、多く
の人が行き交う大商業地かつ経済の中心となるのです。

日 本 橋 の
歴 史

N I H O N B A S H I

日本橋の最初の架橋は 1603年で、木造
の太鼓橋でした。翌年の 1604年には五
街道の起点に定められ、東海道や中山道
など全国各地への交通の起点となります。
日本橋川は運河で流通の要。魚河岸も立
ちました。現在の日本橋は 1911年花崗
岩の二重アー
チ橋としてか
けられ、後に、
国の重要文化
財に指定され
ました。

The 名橋「日本橋」
日本橋きものパスポートは、「日本橋」と「き
もの」をたのしんでいただくための企画。き
ものをお召しになり、本パスポートを協力店
や施設でご提示いただくと、割引や特典など、
お得でうれしいサービスが受けられます。
スタートした 2021年 4月 3日は日本橋が

開橋して 110年の記念日。この日から約 1年
間ご利用いただけます。この機会に日本橋の
街歩きにはぜひきもの姿でお出かけください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本橋きものパスポート
実行委員会

「きもの」で歩けば
特典がいっぱい！

「日本橋きものパスポート」の使い方「日本橋きものパスポート」の使い方
日本橋にはきもの姿がよく似合います。今だからこそ、きもので気分も
晴れやかに艶やかに、新旧の魅力が満載の日本橋へお出かけください。

◉「きもの」をお召しになって
◉日本橋きものパスポートを持って、もし

くは公式ウェブサイトの「トップページ」
を出力、スマートフォンで画面提示

◉特典を受けて、お得にご飲食・ショッ
ピングなどの街歩きをたのしめます

詳細は Web サイトを
ご覧ください。
https://kimono-pass.tokyo

日本橋きものパスポート 検 索

お問合せ先●日本橋きものパスポート事務局

03-3663-2105特典協力店、施設、後援企業、
団体にて無料配布しておりま
す。配布部数がなくなり次第、
配布は終了いたしますのでご了
承ください。

配布場所について

          ご注意
●日本橋きものパスポートのご利用は、きものをお召しになっ

ていることが条件です。
●きものの定義にはゆかたを含みます。そのほかのきもの姿の

基準につきましては、各特典協力店の判断に委ねます。
●日本橋きものパスポートなどの提示は、ご注文・お会計時に

お願いいたします。
●同伴の方の対応は特典協力店によって異なります。
　以下のマークをご参照ください。

●特に表記のないものはすべて税込表記です。
●ほかの特典、サービスとの併用はできません。
●特典内容は予告なく変更・中止する場合がございます。営業

日、営業時間、料金、及び特典サービスなど詳細につきまし
てはあらかじめ各店舗へお問い合わせください。

●パスポート利用有効期間は 2021 年 4 月 3 日 ( 土 ) から
2022 年 3 月 31 日 ( 木 ) までです。
※本パスポートに記載している情報は、2021年 4月3日付の
情報です。
※各特典協力店はじめ関係者一同は、「お客様と従業員の安心・
安全の確保」を最優先に感染防止対策の徹底等、
　万全の体制でお迎えできるよう努めてまいります。

本人のみ ……きもの着用の持参人のみ特典が受けられます。

同伴者も ……同伴者もすべて特典が受けられます。

着物同伴者 ……きもの着用の同伴者に限り特典が受けられます。

 無料です。特典協力店、施設、後援企業、団体にて
配布しております。公式ウェブサイトをご確認ください。

日本橋きものパスポートは
購入するの？

 ありません。提示くだされば繰り返しご利用いただけ
ます。同伴の方に関しましては「ご注意」をご覧ください。

特典に回数制限はあるの？

 2021 年 4 月 3 日 ( 土 ) から 2022 年 3 月 31日 ( 木 ) の
約１年間です。ぜひお手元に保管してください。

期間はいつからいつまで？

 公式ウェブサイトの「トップページ」をプリントアウトして
ご持参、もしくはスマートフォンで公式ウェブサイトをご提示く
ださい。

日本橋きものパスポートが
入手できません！

有効期限

2021年4月3日土～
2022 年3月31日木

日本橋きものパスポートQ&A
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新型コロナウイルスの蔓延で、生活が不
自由に感じる日々。以前は夏祭りや花火大
会など、ゆかた姿で「集まる」ことが多かっ
たと思いますが、今夏は「集」ではなく「個」
で、ゆかたを、夏をたのしんではいかがで
しょうか。

昨年着られなかったリベンジで今年こそ
はゆかたを満喫したい！　という人は、お
買い物も飲食もお得に利用できる日本橋き
ものパスポートを手に日本橋を訪れてみて
は。もちろん、きものでも良いのですが、
ぜひ夏限定だからこそゆかたを！　半幅帯
や兵児帯なら結び方もかんたん。履物も下
駄だけでなく、カラフルなビーチサンダル

やオシャレでスポーティなサンダルなど、
自由に遊べる気軽さもゆかたの魅力です。
自分らしく「個」を楽しんだ着姿で、日本
橋へGO！

ゆかた――いまやデザインも多彩で、定
番人気の紺白や、季節の植物が競う華やか
なもの、現代的でモダンな抽象柄、等々。
それらのデザインをかたちにする技術で欠
かせないのが、「注染」です。デジタルプリ
ントが増えてきた現代ですが、やはりゆか
たは注染が主役。日本橋きものパスポート
では夏の特集としてゆかたと注染をとりあ
げてみました。
そもそも注染はデジタルプリントと何が

どう違うのか？
目で見てわかるのは、注染は染料が生地
両面に浸透して染まっているので表裏がな
く、一方デジタルプリントはプリントされて
いる表と、されていない白っぽい裏がはっ
きりしていることです。
これはゆかたも手ぬぐいも同じ。
もうひとつ、注染ゆかたのマニアックな
見分け方。ゆかたの反物は 1枚の型紙を繰
り返しながら染めるので、つなぎとなる部

分があることです。このつなぎ目を目立た
せないようにするのが技であり、伝統的な
技法、注染ならではの特徴といえます。
そのため、手彫りの型紙を使い手作業で
染める注染は、同じ柄のようでいて１枚１枚
違う味わいがあります。これこそが伝統の
手仕事を着る醍醐味で
もあります。

注染でゆかたや手ぬぐいをつくる老舗メー
カーが多く集まっている日本橋。技術を残すた
めに、あえて難易度の高い型紙を使った復刻版
を制作する試みをしたり、古い型紙の保存に努
めるなど、ファッションの発信とともに「注染」
を未来につなげています。今回はその中の４社
に協力を仰ぎ、自社のゆかたを着てオススメの
スポットを紹介してもらいました。（p8〜 p11）

※営業時間は新型コロナウイルス対応となっています。状況により変
わる場合がございますので、事前にお問い合わせください。

「集」のゆかたから
「個」のゆかたを
たのしむ夏にしよう
お得な日本橋で

ゆかた with
「日本橋きものパスポート」

注染とデジタルプリントの
違い

注染の老舗が集まる
日本橋

Nihonbashi

Yukata

Chusen

●創業：大正 11年
●住所：東京都中央区日本橋久松町 5番 3号 
● MAP▶ A3　●電話：03-3664-7181　
●営業時間：9: 30〜15: 30　●定休日 /土・日・祝・祭日
温故知新、昔の図案をヒントに現代的なゆかたづくりに取り組む
老舗です。女性用だけでなく、男性用、子ども用も豊富で、ファッ
ションとしてたのしめるブランドとして浸透しています。

源氏物語　
堀井
yukata.net/

●創業：明治 27年
●住所：東京都中央区日本橋人形町 3丁目4番 7号 
● MAP▶ B2　●電話：03-3661-8859
●営業時間：10:00〜16:00　●定休日 /土・日・祝・祭日
創業時から継承している1万枚以上の伊勢型紙と、それを活か
したゆかたを見ることができ、様々なお誂えも可能です。

三勝染　
ゆかたや三勝
sankatsu-zome.com/

●創業：明治 32年　
●住所：東京都中央区日本橋堀留町 1丁目４番 1号
● MAP▶ B2　●電話：03-3663-0939
※店頭での販売は行っていません。
きものやゆかたを広めるためのイベントや企画に積極的に参画し
ている、着る人目線の老舗。ともに芸大出身の五代目夫婦の際
立った感覚が生かされた柄選びと配色に定評があります。

新江戸染 
丸久商店
shinedozome.com/

●創業：明治５年
●住所：東京都中央区日本橋堀留町 2丁目1番 11号
● MAP▶ B3　●電話：03-3661-9566
●営業時間：10:00〜16:00　●定休日 /土・日・祝・祭日
美大卒の精鋭が揃うデザイン部を置く、創業 149年の老舗。伝統とク
リエイティブが融合するメーカーとして知られます。ゆかたとともに、
ユニークなデザインの手ぬぐいはコレクターがいるほどの人気です。

梨園染 
戸田屋商店
rienzome.co.jp/
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１色染め ぼかし染め

注染はその字の通り、ヤカンに入れた染
料を注いで染める、注ぎ染めという技法を用
いた染め方です。もちろん、白い生地にいき
なり注ぎ染めをするわけではなく、まず、図
案となる型紙の準備をします。そして、糊
置きという工程を経て、注ぎ染めをします。
これら注染の技術について、ちょっとトリ

ビアな話題も絡めながら紹介していきます。

型紙のハナシ

型紙は染めるときに使うデザイン画のよ
うなもの。柿渋を塗った和紙に、あらかじ
め下描きされた図案を元に彫刻刀で彫って
いきます。図案を描く職人さんと、型紙を
彫る職人さんはそれぞれが専門になります。
柿の渋み成分から抽出された液、柿

かき
渋
しぶ
は、

和紙を丈夫にするだけでなく、防虫・防腐・
防水効果があり、和傘にも使われています。
ちなみに、2020年には柿渋が新型コロナウ
イルスを無害化させるという、奈良県立医
科大学の研究結果が発表されました。今後
の実用化が待たれますね。

 

糊置きのハナシ

次はこの型紙を木枠にセットし、型紙の
長さに何重にもたたまれた生地を置きます。
ここに型紙を乗せて、染めない部分にヘラ
で防染糊を引きます。マスキングですね。
生地をたたんである回数、繰り返します。
これを糊置きといいます。

 

土手のハナシ

先程は染めない部分をマスキングしまし
た。今度は染める部分です。染料が流れて
色が混じり合わないように、柄の周囲に生
クリームを絞り出すようにして糊で土手を
つくります。この技法により、何色もの色を
使うことができ、反対に意図的に土手をつ
くらないことで、ぼかしの表現をすることも
できるのです。

注ぎ染めのハナシ

配色に添ってつくられた染液をヤカンに
入れて、指定の位置に流し入れます。手慣
れた職人さんは両方の手にヤカンを持って、
同時に注ぎ入れることもあります。この注
ぎ方で、染めの味わいが変わってきます。
まさに腕の見せどころ。そして、腕だけで
なく、なんと足も使います。何重にも重なっ
ている生地すべてに染料を浸透させるため
に備え付けられているバキュームを足で操
作し、染料を注ぐと下から吸引するのです。
手も足も、もちろん目も神経もフル回転の
作業。手の込んだ染めでは型紙を複数枚
使って染めます。

仕上げのハナシ

こうして染め終わった生地は、水路のよ
うな洗い場（水元）で丁寧な水洗いを繰り
返して、糊や余分な染料を落とします。そ
の後、天気の良い日は天日で干すのですが、
これを「立

だ

て干
ぼ

し」といいます。この風景、
季節を伝えるニュースで見たことがありま
せんか？　立て干しは夏に限らないのです
が、晴れ渡った空の下に揺れるゆかたや手
ぬぐいの反物は、やはり夏らしさを感じま
すよね。長い長い反物は整理にかけられて
ピシッとキレイになって出荷され、手ぬぐい
の長さ、ゆかたに必要な長さに裁断されま
す。

今夏、日本橋を彩る皆さんのゆかた姿が
たのしみです。

いまに刺さるクール感が、
伝統技術のチカラ

CHUSEN
 is so Cool

型紙彫り

糊置き

土手と注ぎ染め

立て干し
工程写真提供／梨園染　戸田屋商店
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よく目を凝らして探してみてください。境内
のいたるところにハートのモチーフがちりばめ
られています。これは猪

いの
目
め
と呼ばれる文様。文

字通りイノシシの目に由来していて、魔除けや
福を招くという意味があります。

明神様として親しまれている神田明神。
正式名称は神田神社です。夫婦和合、縁結
びの「だいこく様」、商売繁盛、開運招福の「え
びす様」、除災厄除の「まさかど様」が祀ら
れています。天下分け目の戦いと言われて
いる関ヶ原の合戦に臨む際、徳川家康が戦
勝祈願に訪れたとも言われていて、強力な
ご利益がありそうです。

「江戸前出世魚みくじ」は、成長するにしたがっ
て名前が変わる縁起の良い魚、出生魚にあや
かったおみくじです。「扇子おみくじ」はミニ
サイズながら、きちんと開閉することができま
す。チャームとしても使えそうですね。 

神田神社神田神社［神田明神］［神田明神］

＊所在地　 東京都千代田区外神田 2-16-2
＊アクセス「御茶ノ水駅」「新御茶ノ水駅」「末広町駅」

より徒歩 5 分
＊ https://www.kandamyoujin.or.jp/

いにしえより愛され続ける
江戸の総鎮守

見つけたらラッキー
ハートのモチーフあれこれ

かわいくて機知にとんだ
持ち歩きたくなるおみくじ

勝負運UPは徳川家のお墨付き勝負運UPは徳川家のお墨付き

ゆ
か
た

ゆ
か
た
でで

運
気
上
昇

運
気
上
昇

      

＆
縁
結
び
散
歩

＆
縁
結
び
散
歩

お参りすると運気がアップするという神社をゆかたで巡ってみませんか。今、特
にパワースポットとして注目されている神社を紹介します。「元気になる」「清々
しい気分になる」「癒される」と言われている、人気の神社へ出かけましょう。

縁
は

異
な
も
の

味
な
も
の

恋
愛
も
！

仕
事
も
！

ゆかた／新江戸染　丸久商店
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社殿に向かって左側にある「銭洗いの井」で、
お金を清めましょう。願いを込めて清めたお札
や硬貨は、財布などに収めておいてください。
「種銭」と言って、金運を呼び込む種になると
言われています。

江戸時代、富くじの発行を許された数少な
い寺社のうちの一社です。そのご利益に、あ
やかってみてはいかがでしょうか。購入した宝
くじを持参して、拝殿の前にある三宝の上に置
き、神楽鈴を鳴らして当せんを祈願しましょう。

第二次世界大戦の際、小網神社の御守を
受けた兵士が全員生還し、東京が焦土と化
した東京大空襲では、社殿を含む境内の建
物が奇跡的に戦災を免れたことから、「強運
厄除の神様」として親しまれています。社殿・
神楽殿は、日本橋地区では唯一現存する戦
前の神社建築で、中央区有形文化財に指定
されています。

二代将軍秀忠が「福徳とはまことにめで
たい神号である」と賞賛。椚

くぬぎ
の皮付きの鳥

居に、春の若芽が芽吹いているのを見て「芽
吹神社」という別名を授けました。縁が結
ばれる、才能が開花するなどのご利益があ
ると人気です。最近は、コンサートのチケッ
トが当たるなどの口コミが広く知れ渡り、当
せん祈願の参拝でにぎわっています。

「まゆ玉おみくじ」は本物の繭玉の中におみく
じが入っています。まゆは一本の糸で紡がれて
いることから、神様との御縁が長く結ばれると
言われています。「開運みくじ」は、ご利益が「身
につく」みみずくがモチーフです。

夫婦の狐の神様「神
しん
狐
こ
絵
え
馬
ま
」。片方に願いご

とを書いて境内の絵馬かけに結び、片方は持
ち帰ります。願いがかなったときには夫婦に戻
してあげましょう。「芽吹き守」は、自分自身
の新たな能力発揮や成長を祈ります。

小網神社小網神社福徳神社福徳神社

＊所在地　 東京都中央区日本橋小網町 16-23
＊アクセス「人形町駅」A2 出口より徒歩 5 分
＊ https://www.koamijinja.or.jp/

＊所在地　 東京都中央区日本橋室町 2-4-14
＊アクセス「新日本橋駅」「三越前駅」A6 番出口より徒歩1分
＊ https://mebuki.jp/

いつの時代も身近な存在
地域を守る氏神様

五穀豊穣の神様をまつり
江戸の記憶を残す神社

財運を授かる
「東京銭洗い弁天」

宝くじを購入したら
神楽鈴を鳴らして当せん祈願

ほっこりした見た目も人気
強力なご利益にあやかりたい

時代の荒波を乗り越えて
人々に愛されてきた証

強運と金運のパワースポット強運と金運のパワースポットステキな縁と結ばれる芽吹稲荷ステキな縁と結ばれる芽吹稲荷

ゆかた／源氏物語　堀井ゆかた／梨園染　戸田屋商店
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住所  東京都中央区日本橋人形町 3-4-7　
TEL  03-3662-3860（平日11：00〜 16：00）

開館日  月〜金曜日（祝日・年末年始等を除く）
※1週間前までに予約が必要

開館時間  14：00〜 16：00（見学は 1時間以内でお願いします）

HP  http://www.sankatsu-zome.com/

ゆかたを染める型紙や染め上がった反物はもちろん、
明治から令和に至る時代別のゆかた、人間国宝の作品、
染色道具など、展示品のすべてに心が躍ります。特に
長
なが
板
いた
中
ちゅう
形
がた
と呼ばれる技法で染められたゆかたに注目し

てください。

１万を超える伊勢型紙と
500反を超える反物に感動

三
さ ん

勝
か つ

ゆかた博物館

住所  東京都中央区日本橋堀留町 2-3-8　
TEL  03-3661-9351
開館日  年末年始を除く毎日（不定休あり）

開館時間  10：00〜 17：30
HP  https://ichimasutagen.shopinfo.jp/

蚊帳や麻織物の行商から身を起こした近江商人が初
代。独自に考案した蚊帳仲間連盟帳、近江商人の努力
を偲ぶ貴重な資料、日用品、行商の際に使用された矢
立や棹秤など、200年を超える呉服問屋の歴史的価値
がある資料が展示されています。

近江商人の「三方よし」にあやかって
運気 UP

イチマス田
た

源
げん

・
呉服問屋ミュージアム

住所  東京都中央区日本橋富沢町 4-11　
TEL  03-3664-2031
開館日  月〜金（祝日・年末年始等を除く）※要予約

開館時間  11：00〜 16：00
HP  https://ryukobo.jp/

初心者にも扱いやす道具で組紐づくりを体験するこ
とができます。「茜

あかね
」「竹」「紫

し
根
こん
」など、龍工房オリジ

ナルの草木染めの絹糸で、ストラップやブレスレットを
組み上げます。組紐に関連した資料や希少な帯締めの
展示もあります。

糸と糸が織りなす美しさを
手に入れたい！

江戸東京組紐 
龍工房体験展示館

住所  東京都中央区日本橋人形町 2-10-1
 TEL  03-3668-6058

開館日  月〜土（祝日・年末年始等を除く）
※つづら制作のため入店できない場合があります

開館時間  10：00〜 17：00 HP  https://tsudura.com/

壁面に、つづら製作の工程の解説や道具のミニチュアがわ
かりやすく展示されています。さらに、製作している店主の姿、
製作途中のつづら、これからつづらになる材料などが目の当
たりにできるのも魅力です。

店主の熟練の技も
展示品のひとつ

つづら学習館

住所  東京都中央区日本橋小舟町 4-1 TEL  03-3664-9261
開館日  年末年始を除く毎日

開館時間  8：00〜 20：00（店舗は 10:00〜 18：00／月〜金曜日）

HP  http://www.ibasen.co.jp/gallrey.html

江戸時代、伊場仙は歌川豊国、歌川国芳、歌川広重など人
気絵師の版元でした。当時の資料から粋でいなせな江戸っ子
の息遣いが聞こえてきそうです。展示は月替わりで、「和」「伝
統文化」「古典芸能」「江戸」などをテーマにしています。

江戸時代の浮世絵が
今もなお色鮮やか！

伊
い

場
ば

仙
せん

 浮世絵ミュージアム

住所  東京都中央区日本橋大伝馬町 2-16
TEL  03-3664-5671
開館日  月〜金曜日（祝日・年末年始等を除く）

開館時間  9：00〜 17：00
HP  https://www.nihonbashi-edoya.co.jp/

将軍家から「江戸屋」の屋号を与えられた由緒ある店です。
刷毛やブラシに使用する毛は、馬、狸、鹿、山羊、豚、リスなど、
用途によって変えるのだとか。展示は、馬毛でつくった判子
や大正時代の註文帳など、興味深いものがたくさんあります。

様式の美しさを重んじる
将軍家お墨付きの刷毛

江戸屋所蔵
刷毛ブラシ展示館

江戸五街道の起点として発展してきた日本橋界隈。
「中央区まちかど展示館」では、その脈々と受け継
がれてきた文化や技術などを紹介しています。個
性あふれる地域の歴史と伝統をリアルに感じてみ
ませんか。

※記載している情報は、2021 年 6 月10 日時点のもの
です。開館日、開館時間などにつきましては、あら
かじめ各館へお問い合わせください。

MACHIKADO MUSEUM

も っ と 知 り た い 日 本 橋

400年の
歴史を
たどる

掲載写真は旧ゆかた博物館のものです。
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女性漫画誌『クッキー』（集英社刊）で連載

人間ドラマとして読み応え十分。また、明治末
期のファッションも繊細なタッチで再現されてお
り、きものが好きな人もたのしめる作品になって
います。

__作者の日高ショーコさんは、物語の着想をど

こから得たのでしょうか？

「日本で最初の百貨店である、
三越の歴史からヒントを得まし
た。明治末期、東京の文化と
経済の中心地だった日本橋に
は、たくさんの呉服店があって、
しのぎを削っていました。競争
に敗れて消えた店もあれば、今
も百貨店として残り、成功して
いる店もある。そういう呉服店
同士の歴史や、百貨店誕生の
物語を漫画にしたらおもしろそ
うだな、と思ったんです。ただ
し、歴史をそのままなぞることは避けて、ストー
リーの 9割程度は創作で、そこに 1割程度の史
実を交えながら描くことにしました」

主人公の虎三郎が営む「三つ星」は架空の呉
服店ですが、ライバル店は実在の店をモデルに
しているため、連載開始当初は、日本橋の人た
ちにどう受け取られるか不安だったとか。しかし、
実際に働く人からも「たのしく読んでいます」と
声をかけられ、一安心したそう。また、昨年の
夏には「誠品生活日本橋」（「COREDO室町テ
ラス」内の書店）、そして今年の 4月には日本橋
きっての老舗企業である「山本海苔店」「日本橋
弁松総本店」「にんべん」とのコラボ企画が実施
されるなど、街ぐるみでこの漫画を盛り上げよう
という動きも見られるようになりました。

__日本橋を中心にじわじわとファン層を拡大中

の本作。舞台は明治末期ですが、現代人が読ん

でも共感できる内容になっているのも人気の理

由と言えそうです。

「当時の空気感って、今の時
代と似ている気がしたんです。
ちょうど連載の立ち上げ当初
に、築地市場の移転問題が
ニュース番組で連日取り上げ
られていましたが、元を辿れ
ば、魚河岸はかつて日本橋に
あったもの。明治に入ると築
地に移転するという話が浮上
し、日本橋の人たちはそれに
猛反対して、騒動になったそ
うです。また、今の世の中は

コロナウイルスで揺れていますが、それでも皆
さん、工夫をしながら日々の仕事を続けていま
すし、ファッションもたのしみますよね。明治の
人も、きっとそう。ペストやスペイン風邪が流行
り、戦争も起きましたが、そんな中にあっても、
当時の新聞や雑誌には『この冬の流行は？』と
いう記事が載っていたりしましたから。世の中で
何が起きようとも、人々は普通に仕事をし、普
通に生活を送っている。昔も今も、そこは変わ
らないんじゃないかと。だから、明治末期の話
でも、あえて現代の言葉と感性で作品を描くこ
とを心がけています」

__ファッション描写も大きな見どころ。きものは

中の『日に流れて橋に行く』は、時代に取り残
された老舗呉服店「三つ星」の跡取り ·星乃虎
三郎が、仲間と共に事業再建を目指す物語です。
動乱期の若者の姿がイキイキと描かれており、

漫画『日に流れて橋に行く』

漫
画
で
知
る
、

明
治
時
代
の

日
本
橋
。

老舗呉服店が百貨店へと
進化する、激動の街物語

明治末期の日本橋を舞台にした漫
画が、今話題を集めています。作
者の日高ショーコさんに、見どこ
ろや制作の裏話を聞きました。

かつて日本橋では、呉服店同士の
熾烈な争いが繰り広げられていた！

明治末期と今は空気感が似ている。
だから、現代の感性で作品を描写

老舗がずっと残っている。
それが日本橋の最大の魅力

日本橋
×Comics

interview

（©︎日高ショーコ／集英社）作
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もちろんのこと、かんざし、帯留などの可愛い小

物もたくさん出てくるため、

和装好きにはたまりません。

「当時の衣服や日本橋の街
並みなどについては、国会
図書館や古本屋さんなどで
昔の書物を漁りながら調べ
ましたが、資料が見つから
ない部分に関しては、想像
力で補っています。私は明
治末期の文化が好きなの
で、つい調べものに夢中に
なってしてしまうのですが、
あまり調べすぎても話が進
まないので（笑）、ある程度
のところで切り上げることも
大事ですね」
__日高さんは日本橋の出身

でも在住でもありませんが、

知れば知るほど、この街の

魅力にハマっていったとか。

「関東大震災や空襲で甚大
な被害を受けたにもかかわ
らず、江戸から続く多くの老
舗が、いまだに同じ場所で

商売を続けているところが最大の魅力だと思いま
す。それって本当に奇跡的
なこと。街の象徴である日
本橋（日本橋川に架かる橋）
も100年以上、ずっと残っ
ているからすごいですよね」
__作中では日本橋の開橋式

の様子が描かれ、雨の中、

物語は大きな盛り上がりを

見せます。

「明治 44年（1911年）の 4
月 3日に行われた実際の開
橋式が、雨に見舞われたの
は私たちも調べて初めて知
りました。当日の写真を見る
と、みんな傘を差しています。
娯楽が少ない時代というこ
ともあり、すごいお祭り騒ぎ
だったのだと思います。あ
まりにも人が多すぎて、日本
橋の呉服店は軒並み店を閉
めたそうです。漫画の中で
は、その逆境をビジネスチャ
ンスに変えるべく、『三つ星』
だけが店を開けて傘を配り、

新規顧客の獲得を狙います。ちなみに、石川啄
木の日記によると、前日上野では桜が満開だっ
たそうなので、漫画の中の日本橋では雨で散る
桜の花びらを描きました」

__登場人物たちは、いずれ

劣らぬ個性派ぞろい。中でも

女性読者が応援したくなるの

は、ヒロインの卯ノ原時子で

しょう。

「スカウトされ、『三つ星』
で働くことになった時子です
が、入社当初は男性社員たち
から冷遇されます。男性社員
が、というより、この時代で
はそれが当然だったのだと思
います。
とはいえ、思想家であり作
家でもある平塚らいてうが青
鞜社を立ち上げ、女性の権利
を謳い始めたのが明治 44年。
そうした社会的機運を象徴す
るかのように、時子もまた、持ち前のファッショ

ンオタクぶりと明るいキャラクターで、『三つ星』
に欠かせない人物に育っていきます」
__ストーリーはこの先、どう転がっていくの

か？　最後に今後の構想を語ってもらいました。

「やがて明治が終わり、大正に突入します。当
時の文献によると、明治天皇が
崩御したとき、商人やマスコミ
の人たちは、いつまで自粛し、
どのタイミングで店を開いたら
いいのかで右往左往したそうで
す。平成から令和に入り、コロ
ナ禍に見舞われた現在の私たち
と似た心境かもしれないと思い
ました。そんな中、日本橋の人
たちはどう生きたのか。そのあ
たりを想像しつつ描いていきた
いと思います」

単行本は今年 3月に最新刊の
5巻が出たばかりで、続く6巻
も今年秋ごろに発行予定。作品
の世界観に浸りながら、きもの
で日本橋を散策するのも一興で
はないでしょうか。

作画 ·日高ショーコと、原作 ·タキエの漫画家ユニット。2004年に短
編「リスタート」で商業誌デビューして以来、BL漫画を長年執筆。
主な作品は『花は咲くか』（幻冬舎コミックス）、『憂鬱な朝』（徳間書店）
など多数。現在、集英社『クッキー』にて『日に流れて橋に行く』（既
刊 5巻）、幻冬舎コミックス『ルチル』にて『アンチロマンス』を連載中。

星乃 虎三郎
Torasaburou Hoshino

老舗呉服店「三つ星」の三男。デ
パートメント経営を学ぶため渡英。
帰国後、兄に代わり当主となる。

鷹頭玲司
Reij i  Takatou

虎三郎が留学先で知り合った人物。
虎三郎に商売を教え、帰国後は莫
大な資金で協力しているが…？

卯ノ原時子
 Tokiko Unohara

傘屋の長女でファッションオタク。
長身と面接での受け答えを買わ
れ、「三つ星」初の女性社員に。

登
場
人
物

日高ショーコ
Shoko Hidaka

女性の社会進出が難しかった時代に
イキイキと働くヒロインに注目

『日に流れて橋に行く』日高ショーコ
集英社／愛蔵版コミックス／1〜5巻（以下続巻）
定価1・2巻 726円／3〜 5巻 748円
電子版コミックスも発売中。

著者
プロフィール

1716 NIHONBASHI  KIMONO PASSPORT 



日本橋きものパスポートの日本橋きものパスポートの
入手方法入手方法

きものをお召しになり、日本橋きものパスポート企画に参加している施設、
店舗でご利用の際、上記のいずれかを提示し、ご利用ください。

日本橋きものパスポートのご利用のご注意
※きものをお召しになって、特典協力店にてご注文・お会計時に、日本橋きものパスポート、またはホームページの
プリントアウト、スマートフォンの画面をご提示ください。きものをお召しになっていることがご利用条件です。

※きものの定義には、ゆかたを含めます。そのほか、きもの姿の基準は各特典協力店に一任いたします。
※提示物のご提示は、ご注文・お会計時にお願いします。
※同伴者については、各特典協力店にて基準が違います。各店舗欄にある下記のアイコンをご参照ください。

※特に表記のないものはすべて税込表記となります。
※他の特典・サービスとの併用はできません。
※特典内容は予告なく変更・中止となる場合があります。営業日、営業時間、料金、及び特典サービスなどについて
詳細は、各店舗にお問い合わせください。

※利用有効期間は 2021年 4月 3日から 2022年 3月 31日までです。
※本パスポートに記載している情報は、2021年 4月 3日付の情報です。
※各特典協力店はじめ関係者一同は、「お客様と従業員の安心・安全の確保」を最優先に新型コロナウイルス感染防
止対策の徹底等、万全の体制でお迎えできるよう努めてまいります。

日本橋きもの
パスポート

冊子
トップページを
プリントアウト

ホームページ

画面提示

スマートフォン

お問合せ先●日本橋きものパスポート事務局

03-3663-2105
詳細は Web サイトをご覧ください。
https://kimono-pass.tokyo

日本橋きものパスポート 検 索

本人のみ ……きもの着用の持参人のみ特典が受けられます。

同伴者も ……同伴者もすべて特典が受けられます。

着物同伴者 ……きもの着用の同伴者に限り特典が受けられます。 2F

4F

四川飯店 日本橋　中国料理　

ざくろ室町店　しゃぶしゃぶ·日本料理

コレド日本 橋

コレド室町 1

☎03-6262-3039 ☎03-6214-3129

3F Lun a A zul　セレクトショップ 4F 平田牧場　とんかつと豚肉料理

同伴者も

同伴者も

同伴者も

同伴者も

着物同伴者

ハワイアンコスメや雑貨、手織りのストールなどを展開するセレ
クトショップです。

生産から加工まで一貫して手掛ける平田牧場の「金華豚」·「三
元豚」をとんかつやしゃぶしゃぶでお楽しみください。

3000円（税込）以上のお買上げで
お会計より20%OFF

お食事ご利用のお客様に

1ドリンクサービス

https:/ /www.konbu.co.jp
☎03-3548-0493

1F 奥井海生堂　昆布専門店

創業150年の昆布専門店。出汁昆布、佃煮の他、和紙箱入の詰
合せも喜ばれています。

2,000円（税込）以上お買上げの方に

越前和紙プレゼント

http:/ /www.hakuza.co.jp
☎03-3273-8941

http:/ /www.sisen.jp/nihonbashi/
☎03-6225-2233

https:/ /www.zakuro.co.jp
☎03-3241-4841

1F 箔座日本橋　箔製品·喫茶他

伝統の金箔を今に活かす金沢の金箔専門店。「純金プラチナ箔」
を贅沢に施した美しい空間で、箔の魅力をご堪能いただけます。

本格四川料理を気軽にお楽しみください。

最高級を誇る霜降り黒毛和牛のしゃぶしゃぶ、すき焼きと、産
地直送の旬素材を使った日本料理を楽しめる和食の名店です。

お買上げの方に、金箔職人製法で作られた本場金沢の名品

「箔座のあぶらとり紙（特別仕様15枚入）」
をプレゼント

ワンドリンクor本日のデザートor
お持ち帰り用ミニ月餅プレゼント

ディナータイム　

ワンドリンクサービス

☎03-3241-0968

http:/ /www.kiya-hamono.co.jp
☎03-3241-0110

☎03-3548-0977

1F にんべん 日本橋本店

1F 日本橋 木屋　

3F おばん菜 炙り焼き、酒、菜な　和食

本人のみ

本人のみ 本人のみ

本人のみ

本物のだしの美味しさに出会える場所

寛政4年（1792年）創業。包丁を中心とした刃物や、暮らしの道
具を取扱いしており、一部ギャラリースペースも設けております。

おばん菜や炙り焼きとお酒を堪能できる和食の店です。

1,000円（税込）以上のお買上げで、

日本橋だし場のかつお節だし
レギュラーサイズ1杯サービス

￥3300（税込）以上、（１品単価）お買上げのお客様へ

お会計より5％OFF

グラスビール、グラスワイン、ハイボール、

ソフトドリンク１杯サービス　
ディナータイムのみご利用可（４名様まで）

レストラン ショップ

 C1  C1

 B1

 B1

 B1

 B1

 B1

 B1

 B1

鰹節 ·
調味料 ·だし

1918 NIHONBASHI  KIMONO PASSPORT 



1F

B1

1F やきとりお㐂楽　焼鳥·親子丼·鶏料理

真不同 飲茶倶楽部　中華バル

東京焼肉 一頭や　焼肉

コレド室町３

コレド室町テラス

コレド室町 2

☎03-6262-3200

3F まかないこすめ　コスメ

徹底した"クリーンビューティー″へのこだわりを進化させ、効能
や使用時の喜びを妥協せずに実現したスキンケアブランドです。

1,100円（税込）以上
お買上のお客様粗品プレゼント

https:/ /qjiki.com/
☎03-6262-3128

B1 玖子貴　さつま揚げ専門店

昨年「嵐にしやがれ」でも紹介された人気№1の「やきもろこし」や、
他では味わえない彩り豊かなさつま揚げを是非お試し下さい。

お会計金額より

8％割引（他サービスとの併用不可）

☎03-5205-8704

1F 日本橋だし場 はなれ　和ダイニング

かつお節だし本来の旨味を活かし、一汁三菜を中心としたスタ
イルで料理を提供いたします。

1,000円（税込）以上
お食事ご利用で粗品プレゼント

☎03-6910-3294

☎03-6271-8588

☎03-6255-2970

朝挽きの鶏肉と希少な内臓部位を伝統的な調理法に仏や伊の手
法を融合させた新しい「やきとり」のスタイルが楽しめます。

西麻布の老舗香港料理店·真不同が手掛ける飲茶バル。熟練の職
人手作りの本格飲茶と厳選のワイン·中国ビールをお楽しみ下さい。

創業以来、生産者の顔が見える国産銘柄牛を「一頭買い」にこだわ
り、上質な赤身肉の松阪牛や、ソムリエ厳選のワインを楽しめます。

ディナータイム：（焼鳥コースご注文の方）

乾杯ドリンクサービス

乾杯ドリンクサービス
（Dinner　Time限定）

乾杯ドリンクサービス
※店舗指定のものに限る

☎03-6262-3136

1F やなか珈琲店　コーヒー専門店

ご注文ごとに生豆から焙煎するコーヒー店。アイスコーヒーリキ
ッドやドリップバックギフト、ドリンクメニューもございます。

ドリンク全品50円引き

同伴者も

同伴者も

同伴者も

同伴者も

本人のみ

本人のみ

着物同伴者

 B1

 B1  B1

 B1

同伴者も

https:/ /craf trock.jp/brewpub/
☎03-5542-1069

1F CR AFTROCK 
B R E W PU B &LI V E

ブリュワリ―
レストラン

クラフトビール醸造所併設のブリューパブ。出来立てのクラフト
ビールと、相性バツグンのアメリカンフードをお楽しみください！

ハーフパイントビール
or 前菜１品プレゼント

（その他にお1人様1品、ご注文をお願い致します。）

 B1

B1 博多ニューコマツ 近代版博多屋台

☎03-6910-3224

博多から来ましたコマツです。九州の料理とお酒が楽しめる大
衆居酒屋です。

お会計から3％ＯＦＦ

同伴者も

 B1

 B1

 B1  B1

日本 橋 三 井タワー

日本 橋 　 三 越 本 店

☎03-6225-2871

☎03-3527-9565

☎03-3272-1239

nijiyura.com
☎03-6225-2035

psevenjp.official.ec
☎03-6910-3969

www.sembikiya.co.jp
☎03-3241-1630

☎03-3274-8495☎03-3242-9550

2F 誠品生活日本橋　

2F 阿原 Y UA N　コスメ

B1 シンガポール海南鶏飯

2F 注染手ぬぐい にじゆら　

2F P. S e ve n茶香水　香水

コンセプトは「くらしと読書のカルチャー·ワンダーランド」。日台の
文化交流を促進し、アジア文化の発信地となることを目指します。

台湾生まれのハーバルケアブランドです。手作り石けんからヘ
アケア、スキンケアアイテムまで幅広く取り揃えております。

中華·インド·マレーなど様 な々食文化をミックスさせ発展してき
たシンガポール料理。本格屋台料理の数 を々お楽しみください。

「にじゆら」の手ぬぐいは「注染」という技法で染められています。
大阪·堺の染め工場が届ける手ぬぐいブランドです。

台湾の土地、文化をまるごと瓶に閉じ込めた台湾発祥の香水ブ
ランド。台湾人のぬくもりと笑顔を香りに変えてお届けします。

世界中から集めた選りすぐりのフルーツを極上のスウィーツへ

親子三代レストラン隠れ家の様に佇む落ち着いた和空間で、和食と甘味·喫茶でお
寛ぎいただけるお店です。

お買い上げ3,000円（税込）以上で
お会計から５％OFF

※書籍·雑誌一部商品を除く

５％OFF
（一部商品を除く）

ディナータイム（17：30～22：00）に
シンガポールチキンライスをご注文のお客様に

ミニラクサヌードルをサービス

5,500円（税込）以上
お買上げで10％OFF

8,000円以上
お買上げで3％ＯＦＦ

グラススパークリングワイン
または生搾りオレンジジュース

1杯サービス

お食事をご注文のお客様に
コーヒーまたは紅茶を

1杯サービス

お食事をご注文のお客様に
コーヒーまたは紅茶を

1杯サービス

書籍·文具·セレクト物販·
ワークショップ

2F

本館
7F

本館
4F

千疋屋フルーツパーラー　

特別食堂 日本橋四季茶寮 えど

同伴者も 同伴者も

同伴者も

本人のみ

本人のみ本人のみ

本人のみ

レストラン ショップ

着物同伴者

 B1

 B1

 B1

 C1

 B1

 B1

 B1

 C1

手ぬぐい·
和雑貨

フルーツ
パーラー

シンガポール
料理

2120 NIHONBASHI  KIMONO PASSPORT 



　

日本 橋 髙島 屋 S ．Ｃ．

☎03-3246-9829

☎03-3272-6867

☎03-6262-6357

☎03-6281-9806

www.riberce.com
☎03-6262-3033

☎03-5205-3005

☎03-5203-0073

https:/ /nakahora-bokujou.jp
☎03-6262-1651

www.edokuzumochi.JP
☎03-6262-3232

www.imahan.com
☎03-5542-1192 ☎03-5542-1170

　　　

　　　

　　　

　　　

本館
B2

本館
4F

新館
B1

新館
1F

新館
4F

本館
B2

本館
7F

新館
B1

新館
1F

新館
6F

新館
6F

レストランローズ

千疋屋フルーツパーラー

寝かせ玄米と日本のいいもの いろは

N2 Br unch　Club

Ｒｉｂｅrｃｅ　水着·リゾートウェア·
フィットネスウェア

アルポルトカフェ 日本橋店

甘味喫茶 梅園

なかほら牧場

江戸久寿餅

人形町 今半 フォカッチェリア ラ ブリアンツァ

和·洋·中華とバラエティに富んだおいしさを、ひとつのお店で味
わえるファミリーレストラン

創業１８３４年、愛され続けている老舗果物「千疋屋総本店」の
フルーツパーラーです。

もっちもち食感が特徴の寝かせ玄米を使用したお結びを販売し
ております。

開放的な店内で、オージースタイルの料理と手作りジェラードを
お楽しみください！

大人のためのオフタイムを充実させる水着·スポーツウェア·息の
しやすい快適なマスクなど現代のライフスタイルをご提案。

日本、イタリア料理界の巨匠・片岡護シェフの気品あふれる味
わいをカジュアルにご堪能いただけます。

創業1854年、浅草にて営む老舗甘味処。甘味とお食事をお楽
しみいただけます。

岩手県の自然放牧場が運営するショップ。のびのびと育ったウシたちの
ミルクを使ってソフトクリームやヨーグルトなどを提供いたしております。

粋でヘルシー、キュートな江戸久寿餅。江戸っ子のおやつをポ
ップな和スイーツにしました。

日本屈指の目利きが選んだ黒毛和牛を四季折々の厳選したお料理と
共にご用意。ゆったりとした店内で寛ぎのひと時をお過ごし頂けます。

地中海に面したイタリア、レッコ村の郷土料理フォカッチャ ディ レ
ッコをご提供。新鮮野菜とたっぷりの特製チーズでお楽しみください。

お食事をご注文のお客様に

コーヒーまたは紅茶を１杯サービス

お食事、またはデザートをご注文されたお客様に

コーヒーまたは紅茶を１杯サービス

飲食物お買上げのお客様に

おはぎ（あんこ、玄米福、黒ごまのどれか１つ）
プレゼント（売切れ次第終了）

ランチセットの

ドリンクセットをサービス

店内商品11,000円（税込）以上お買上で

オリジナル扇子をプレゼント

対象の

サービスドリンク1杯サービス

食事をご注文されたお客様に

ソフトドリンクを１杯サービス

ソフトクリーム1巻
増量サービス

クズクズシェイク、久寿餅（イートインのみ）を
ご注文の方に

ソフトクリームトッピングサービス

ワンドリンクサービス
お食事をされたお客様に

アイスクリームをサービス

同伴者も

同伴者も

同伴者も

同伴者も 同伴者も

同伴者も

本人のみ

着物同伴者

着物同伴者

着物同伴者

着物同伴者

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

日本 橋

Y U I T O  A N N E X

http:/ /r.gnavi.co.jp/3prabww00000/
☎03-6262-1277

☎03-3271-9734

nihonbashi-yukari.com/
☎03-3271-3436

https:/ / tabelog.com/tokyo/A1302/
A130203/13107493/ ☎03-3662-8929

☎03-6262-7227

https:/ /peshawar.jp
☎03-3242-1212

https:/ /ippei-oden.com/
☎03-3275-2486

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

ご当地酒場長崎県五島列島
 小値賀町

純喫茶  和　喫茶店

日本橋 ゆかり　日本料理

焼肉 あかぎ　焼肉

室町 美はま

かふぇ ぺしゃわーる　喫茶店

おでん和食一平 
日本橋店　 おでん·日本料理

小値賀の様 な々海の幸と島野菜をはじめとする食材を中心とし
て長崎の食をご当地酒場でご堪能下さい。

レトロな喫茶店でコーヒーを！

春、夏、秋、冬 季節による食材のテーマを主に、昼は松花堂の
ゆかり御膳、夜は会席コースなどの日本料理の店。

お肉はメス牛のA5A4ｸﾗｽを用意して、和風の落ち着いた店内
です。換気もバッチリ。

福井県美浜町の食材を中心に全国の旬食材を少量多皿コースで
召し上がっていただく割烹スタイルのお店です。

小布施堂のモンブランが食べられるお店です。

歴史あるおでん屋で、昔変わらぬ庶民の味をお愉しみください。
素材の持ち味を味わう、優しい味わいが関西風おでんの醍醐味。

料理ご注文のお客様に

ドリンク1杯サービス

老舗店の「和菓子」
をお付けします

自家製梅酒１杯サービス

ファーストドリンク１杯サービス
（ディナータイムのみ）

１ドリンクサービス

ケーキセットすべて

200円引き
（11：30～19：00）　

ソフトドリンク1杯サービス
（ノンアルコールカクテル含む）

http:/ /mieterrace.jp/
☎03-5542-1033

三重テラス　レストラン

「三重のいいとこぜんぶ日本橋へ」をコンセプトに、三重県の食·
文化·歴史の様 な々魅力をお伝えします。

シェルレーヌ1個
プレゼント

着物同伴者

着物同伴者

着物同伴者

同伴者も

同伴者も

同伴者も

同伴者も

本人のみ

http:/ /iseju.com/
☎03-3663-7841

http:/ /www.funazushi.info/
☎03-3661-4569

 日本橋  日本橋伊勢重　すき焼料理 日本橋 舟寿し　すし· 割烹

東京で一番歴史あるすき焼店　　吟選手切和牛炭火　
明治の香りの割下。全個室にて皆様にやすらぎのひと時を。

江戸前の伝統の技が活きる寿し、刺身に加え、四季折々の本格
的な季節料理もご堪能いただけます。

自家製 牛佃煮プレゼント
（お食事のお客様のみ）　

ディナータイムご利用のお客様に

ワンドリンクサービス
（同伴者は3名様までが対象）　

同伴者も本人のみ

レストラン ショップ

B1

C1

C2

D1

D2

B2

B2

D1

D1

A2

2322 NIHONBASHI  KIMONO PASSPORT 



https:/ / takashimaya.info
☎03-3661-5909

http:/ /www.tenmo.jp
☎03-3241-7035

anago-tamai.com
☎03-5203-6250

https:/ /www.instagram.com/da_goto/
☎03-6281-9858

https:/ /salone-vendredi.jp/
☎03-3548-0130

https:/ /www.bunmeido.co.jp
☎03-3245-0002 ☎03-3241-0002

http:/ /www.seitow-aoshima.co.jp
☎03-3271-0516

☎03-3527-9787

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 日本橋

 鰻 高嶋家　うなぎ· 割烹

てん茂　天ぷら

日本橋玉ゐ室町店　穴子料理

D a  GOTO 　イタリアンレストラン

SALONE  VENDREDI 　
（ サ ロ ー ネ  ヴ ァンドル ディ）

BUNMEIDO C AFE

日本橋せいとう

MILLE NUIT S

文明堂 日本橋本店

創業明治8年。145年もの間、変わらぬ味を守り続けたタレと
紀州産備長炭で焼き上げた江戸前の鰻を是非ご賞味ください。

明治18年創業。旬の食材を胡麻油100％で揚げるてんぷら専
門店です。

あなご料理専門店「日本橋玉ゐ室町店」古き良き日本家屋のよう
な落ち着いた空間で「あなご料理」をお楽しみ下さい。

ニンニクやバターを極力使わず、イタリア郷土料理に日本の旬を取り入れた華やかなイタ
リアン。フルフラットのオープンキッチンで料理が出来る様子を目の前でお楽しみください。

駅直結の開放的で上質な空間、ちょっとした非日常を楽しめるCafe&BarLounge
大きな窓から陽光差し込み開放感のある店内には、選りすぐりの音楽が響き渡ります。

カステラ1番、電話は2番の文明堂です。みな様のご来店をお
待ちしております。

全個室にコロナウイルス効果実績のある空気清浄機を設置して
おります。

7：00～12：00カフェタイム／一杯づつ丁寧にヘレンドのカップで。18：
00～24：00バータイム／バカラ、ラリックのグラスで一杯800円のみ

カステラ1番、電話は2番の文明堂です。みな様のご来店をお
待ちしております。

戸田屋商店謹製
オリジナルひざ掛け

当店の手拭い
プレゼントいたします

ディナーで使える500円の
優待券１枚をプレゼント

食前酒または
ソフトドリンク一杯サービス

※店舗指定のものになります。

『日本橋きものパスポートを見て電話した』とお伝え頂いた上で、
アフタヌーンティーをご予約頂いたお客様に

ノンアルコールのスパークリングワイン
またはシャンパンをグラスでサービス

お会計時に日本橋本店
BUNMEIDOCAFE
ともに5％OFF

ランチタイム：ソフトドリンク１杯
ディナータイム：スパークリングワイン１杯

コーヒー500円 300円　　
セントルの食パンの

トーストセット➡500円

お会計時に日本橋本店
BUNMEIDOCAFE

ともに5％oOFF

熟成和牛とシチリア
ワイン専門レストラン

着物同伴者

着物同伴者

同伴者も同伴者も

同伴者も 同伴者も

同伴者も

同伴者も

本人のみ

本人のみ

本人のみ

B2B1

B2

B2

人 形町

大 伝 馬町

http:/ /sotokichi.web.fc2.com/
☎03-3666-9993

 人形町 そよいち ビーフカツの店

着物（美）×ビーフカツ（味）。美味の世界へ皆様ご一緒にお出掛
け下さい。12年前の丑年に開店しました。

和装小物他プレゼント

同伴者も

C3

http:/ /www.yoshiume.jp
☎03-3668-4069

 人形町 よし梅 人形町本店

戦火を免れた情緒あふれる空間で、ランチもディナーも、二名様
から個室利用も可能です。江戸名物ねぎまもおすすめ。

ランチ▶同伴者きものをお召しになっている方のみ

全員100円引き

着物同伴者

C3

http:/ /www.yoshiume.jp
☎03-5623-4422

 人形町 よし梅 芳町亭

登録有形文化財に指定された建物の坪庭を囲む個室で2名様か
らご利用可能です。

ディナー▶同伴者きものをお召しになっている方のみ

全員300円引き

着物同伴者

C3

B2

B2

B1

B2

B1

日本橋案内所は、コレド室町の施設インフォメーションと日本橋の街のタウンインフォメーションを
行なう観光案内所です。英語を中心にスペイン語・フランス語などによる多言語案内も行ない、街
の情報発信拠点として機能しています。また日本橋の多くの老舗商品を展示販売も行っています。
日本橋で行われている様々な催事情報、日本橋土産のアドバイスなど様々な声にお応えいたします。
ぜひお気軽にお越しください。

所在地   中央区日本橋室町 2-2-1コレド室町 1地下 1階　 TEL   03-3242-0010（日本語）／
03-3242-2334（英語）  営業時間   10:00〜 21:00（※） 店休日  コレド室町の施設に準ずる

URL   https://www.nihonbashi-tokyo.jp/information_center/

日本橋案内所 日本橋観光案内所は、日本橋南詰「花の広場」に位置する、日本橋の街のタウンインフォメーションと、
日本橋船着場の舟運インフォメーションを行なう観光案内所です。英語・中国語による多言語案内
も行ない、街の情報発信拠点として機能しています。一部老舗店舗の商品販売も行っています。「日
本橋ランチのおすすめは？」「日本橋の見どころは？」など様々な声にお応えいたします。ぜひお気
軽にお越しください。

所在地   中央区日本橋 1-1-1　花の広場　 営業時間   10:00〜 17:00 
店休日   元日を除き年中無休　 URL   http://nihonbashi-info.tokyo/  　

FACEBOOK   https://www.facebook.com/Nihonbashi.Tourism.Information/

日本橋観光案内所

レストラン ショップ

https:/ /hiyama-gr.com/sukiyaki/
☎03-3666-2901

https://www.facebook.com/wagyuhiyama
☎03-6661-2904

http:/ /www.kichisei.com
☎03-3666-9779

https:/ /restaurant.ikyu.com/116093/
☎03-6661-9706

https:/ /www.hikokurou.jp/
☎03-3660-5533

 人形町 人形町

 人形町

大伝馬町

 人形町

ＷＡＧＹＵ日山　創作料理すき焼割烹　日山

人形町 吉 星　

 L a Suce t te 　フランス料理

京菓子司　彦九郎天然ふぐ· 鱧·
割烹料理

最高級の和牛をお客様の目の前で調理いたします。完全予約制、
カウンター６席のみ。ゆったりとした時間をお過ごし頂けます。

日本の最高級黒毛和牛のお料理をお楽しみいただけます。伝統
ある日本家屋でゆったりとしたお時間をお過ごし下さい。

春は桜鯛や京筍、夏ははも料理、活け天然あゆ、秋の国産松茸、
冬の天然ふぐと松葉蟹と年間通じて旬の食材をお届けしております。

気軽に入れるフレンチ店。洗練されたモダンな空間でカジュアルにフレンチをお召し
上がりいただけます。一つ一つ丁寧に仕上げたお料理は、色合い鮮やかな逸品ばかり。

京都創業の彦九郎。甘酒横丁の中ほどにある小さなお店です。季節に合わ
せて一つ一つ心込めてお作りしています。1番人気はわらび餅やとらやきです。

着物のお客様及び同伴者様は
お会計総額から5％OFF

着物のお客様及び同伴者様は
お会計総額から5％OFF

1ドリンクサービス
（コース料理限定）

お食事ご利用のお客様に

1ドリンクサービス

￥1000以上のお買い物で、

甘酒一杯サービス

同伴者も

同伴者も

同伴者も

C3C3

B3

B2

C3

浴衣・甚平・夏のきもの姿で神社仏閣を
舞台にした写真コンテストにご参加くだ
さい。みんなで浴衣で「無病息災」を
お祈りしましょう。詳細は日本橋きもの
パスポート HPでチェック。

「＃浴衣でお参り」
表紙フォトコンテスト開催！

※新型コロナウイルス感染の状況により、ワークショップの中止や営業時間の短縮などを行っています。 ※新型コロナウイルス感染の状況により、ツアープログラムや営業時間の短縮などを行っています。

2524 NIHONBASHI  KIMONO PASSPORT 





N I H O N B A S H I

●お問合せ先●
日本橋きものパスポート事務局（東京織物卸商業組合内）

03-3663-2105
詳細は Web サイトをご覧ください。

https://kimono-pass.tokyo

日本橋きものパスポート 検 索

主 催   日本橋きものパスポート実行委員会
共 催  きものシティ東京実行委員会・東京織物卸商業組合・東京織物小売協同組合・一般財団法人繊貿会館
後 援  中央区・アートアクアリウム美術館・野村不動産株式会社・三井不動産株式会社・三井不動産商業マネジメン

ト株式会社・日本橋髙島屋 S.C.・日本橋三越本店・名橋「日本橋」保存会・一般財団法人大日本蚕糸会・一
般社団法人全日本きもの振興会・小千谷織物同業協同組合・京都染呉服振興会・桐生織物協同組合・丹後織
物工業組合・東京呉服専門店協同組合・東京都染色工業協同組合・東京ふろしき振興会・東京和装服飾品卸
協同組合・十日町織物工業協同組合・西陣織工業組合・西陣織物産地問屋協同組合・博多織工業組合・八王
子織物工業組合・浜縮緬工業協同組合・浜松織物卸商協同組合・本場奄美大島紬協同組合・本場大島紬織物
協同組合・本場結城紬卸商協同組合・米沢織物工業組合・一般社団法人きものの未来協議会・株式会社電通 
JAPAN CULTURE HUB

協 力   日本橋料理飲食業組合・日本橋久松飲食業組合・日本橋三四四会


