NIHONBASHI

「日本橋きものパスポート」の使い方

日本 橋の

歴史

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。

有効期限

「きもの」で歩けば
特典がいっぱい！

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」は、
「日本橋」と

◉「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楽しむ

「きもの」を楽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。
スタートする 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。

配布場所について
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。

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

日本橋きものパスポート

検索

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。

江戸は水運で発達した街、
日本橋はその中心に堂々と。
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「日本橋区」は「旧京橋区」と合

The 名橋「日本橋」
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。

併して「中央区」に統合されました。

実行委員会
日本橋きものパスポート Q&A

日本橋きものパスポートは
購入するの？
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。

特典に回数制限はあるの？
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。

ご注意
●「日本橋きものパスポート」は、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。
●同伴の方への対応は特典協力店によって異なります。
以下マークをご参照ください。
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

期間はいつからいつまで？
2021 年 4 月 3 日 ( 土 ) から 2022 年 3 月 31 日 ( 木 ) の
約１年間です。ぜひお手元に保管ください。

日本橋きものパスポートが
入手できません！
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提示くだ
さい。
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…… きもの着用の同伴者に限り特典が受けられます。

●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。

［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。

［衣の日本橋］
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。
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NIHONBASHI

日本 橋の

モダンな街並みから未来へ

現代の「日本橋」で思い浮かぶのは、中央通沿いに商業施設と高層ビルが立ち並ぶ
ショッピングタウンでは。旧き味わいの街からモダンに変貌をとげ続ける、リアル
おしゃれスポットを覗いてみましょう。

トリビ ア

日本橋
トリ
ビア
trivia

日本橋
トリ
ビア
trivia

ショッピングタウンを貫く
メインストリート「中央通り」

「福徳の森」
は日本橋のオアシス
由緒正しき「福徳神社」

COREDO 室町の脇道を入ったところに鎮座

するのは、この地を 1100 年以上見守り続けて

大商業地である日本橋の「中央通り」は、

きたといわれる「福徳神社」
。いにしえの創建

日本橋三越本店、日本橋髙島屋（現日本橋髙

当時は広大な社地をもち、土地の人々から「神

島屋 S.C.）などの老舗百貨店が並び、京橋、

社の森」と呼ばれましたがのち境内なども縮小

銀座へと向かうメインストリートです。

していました。一帯の再開発にともない福徳神
日本橋
トリ
ビア
trivia

歴史の香りを残しつつ、
建設ラッシュの高層ビル

社とその社地を、
「福徳の森」として再建、現
代に蘇ったのです。

2000 年に入り COREDO 日本橋・室町、日本橋三

日本橋
トリ
ビア
trivia

井タワーなどの複合高層ビルがつぎつぎと建設され

ました。最も新しい COREDO 室町テラスは 2019 年

オープンのフレッシュなビル。台湾発日本 1 号店のく

街めぐりにはお土産もほしいですよね。自分

らしと読書のカルチャーワンダーランド「誠品生活日

へのご褒美やいつも会うあの人には、日本橋

本橋」など、初お目見えのショップも充実しています。

ならではの伝統とモダンをあわせ持ったオリジ
ナルグッズはいかが。お家で味わいたいお持

「誠品生活日本橋」の「読書」空間は、フロアを本のカテゴリーごとに区分けし、広い通路と腰かけて手に取ることもできるスペー
スも点在、さながら江戸の街に佇んでいるかのよう。クラフトやステーショナリーのコーナーも必見。

日本橋
トリ
ビア
trivia

日本橋のお土産は
キレイなものや美味しいもの

ち帰りグルメもたくさん揃っています。

歩き疲れたらホッと一息で
きる。そんなカフェも充実

日本橋にはオリジナリティあふれるカフェが
たくさん。そこでしか味わえないスイーツや、
コーヒーのアロマに酔ってみては。

日本橋
トリ
ビア
trivia

こだわりの癒しコスメも、
外せない

ふっと心和むひとときには、癒される香りや
丁寧に作られたやさしいコスメが欠かせません
ね。肌に使うものだからこそ、こだわりたい。
日本ならではの素材や、植物由来の成分など、
自分好みのコスメを探すのも楽しいもの。
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NIHONBASHI

日本 橋の

トリビ ア

町人文化の花咲く
人形町界隈
老舗での食べ歩きも人形町の愉しみの一つ。昔風な店構えや歩道に
置かれた鉢植えの花々など、下町独特の風景も味わいのスパイスに。

日本橋
トリ
ビア
trivia

安産・子授けの神様、
だけではないのが「水天宮」

「水天宮」といえば、安産の神様として知られ
ていますが、その信仰の由来をご存知ですか？
ここには四柱の神様がお祀りされています。そ

水天宮全景を
背景なら
交差点でパチリ

のうち天御中主大神（あめのみなかぬしのおお
日本橋
トリ
ビア
trivia

人形町の
街歩きはきもので
甘味がオツ

人形は売っていないけれど？
「人形町」町名のいわれ

江戸時代のはじめ、いまの京橋あたりに人
形浄瑠璃などの芝居小屋が数多く立つように

かみ）によって安産を、そして源平の合戦で
壇ノ浦に身を沈めた安徳天皇、建礼門院と二
位の尼が祀られていることから、水難除け、漁
業、海運業などでの信仰も篤いのです。
境内には寳生弁財天が安置されており、
「日

なりました。しかし江戸城から近いことから現

本橋七福神」のうちの一つです。能楽の宝生

在の人形町付近に移転を命ぜられ、人形町一

流とも縁の深い学芸・芸事の神様でもあります。

帯には多くの歌舞伎や人形浄瑠璃などの小屋
が集まり娯楽の街として盛り上がりをみせまし
た。
「人形町」の正式町名は昭和になってから
定まったものですが、それ以前から人形に関わ
る職人が集い、土産ものの人形が売られてい
たことから、人形町と人々に呼ばれていました。

日本橋
トリ
ビア
trivia

日本橋
トリ
ビア
trivia

人形町通り
（人形町商店街）を通る人は様々。

下町情緒残る街並みに、
町人の街の面影が見えかくれ

地元や観光の人はもちろん、周辺には繊維関
連をはじめとするオフィスも多く、スーツ姿の
男女も闊歩します。

表通りはイマドキの商店や飲食店も軒を連

交差点を折れて「甘酒横丁」に入ると香ば

ねていますが、脇道を一本入った路地には江

しいお茶の香り。多くの飲食店も賑やかに並び

戸の香りがあちらこちらに残っています。下町

ます。明治座へ抜ける道なので、きもの姿の

の風情、どこからか聞こえる三味の音色。きっ

女性を多く見かける日も。

とあなたもきもので歩きたくなりますよ。

日本橋
トリ
ビア
trivia

かわいらしい、でも由緒ただ
しい神社がパワースポット

この界隈は小さな神社が多く、古くからの鎮

日本橋
トリ
ビア
trivia

昔も今も職人が住む街、
賑やかな庶民の街

江戸時代から職人が多く住む人形町。江戸っ

守の社揃い。小網町にある
「小網神社」もその

子気質の職人が威勢のいい江戸弁で応対して

ひとつ。約 550 年前の鎮座より悪疫鎮静の神

くれる店で、江戸情緒に触れることもできます。

として信仰を集め、
境内の弁財天「銭洗いの井」

寡黙な親方の仕事場だったりする店も。それ

は、金銭を清めると財運が授かると人気です。

ぞれがなんとも味わい深いのです。
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様々な人が行き交う「人形
町通り」から「甘酒横丁」

人形町通りの「からくり櫓」
人形町通りにあるからくり櫓は、毎日 11 時から 19
時までの 1 時間おきに２～３分間人
形がからくりを披露します。
「町火消
しからくり櫓」と「江戸落語からく
り櫓」
があります。運良く見られると、
いいことがありそうですね。

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT

07
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日本 橋の

トリビ ア

いまも残る
商業と金融のメインストリート
華やかな中央通りを見守るように、日本銀行本店をはじめ金融の拠
点が日本橋から日本を動かしています。

日本橋
トリ
ビア
trivia

「日本橋」はシンボリックな
和洋折衷

「日本橋」の建築様式は和洋折衷といわれ、
装飾モチーフも唐獅子と麒麟の像がひときわ
印象的です。麒麟は繁栄と安全、唐獅子は門
の守り神という意味合いがあり、まさに日本橋

「日本橋」を挟み中央通りには老舗百貨店、三越日本橋本店、髙島屋日本橋 S.C. なども

にふさわしいシンボルですよね。特に唐獅子
のほうが支え持っているのは、建設当時の「東
日本橋を守る「唐獅子像」

京市」の紋章です。

橋の中央には飛翔する「麒麟像」

日本橋
トリ
ビア
trivia

呉服商発の老舗企業などが
ひしめく「中央通り」

多くの浮世絵に描かれてきた、人々が行き

ショッピングだけじゃない！
日本の金融を支える中枢

交う商業の街、日本橋。いまも中央通りには老

日本橋から北へ向かうとすぐに、華やかな

K&K の缶詰が有名ですが、創業時は呉服と醤

日本橋
トリ
ビア
trivia

舗企業が立ち並びます。その日本橋 1 丁目 1

日本橋三越本店があります。その本館を裏手

大ショッピングエリアのすぐ近くにあることを、

もう一箇所の金融経済エリアは、日本橋の
南側にあります。日本橋を南側に下りて東側、
茅場町へ向かう一帯には、証券会社が軒を連
ねます。
「日本のウォール街」と称され、
「東京

油製造の会社でした。1 階には缶詰を肴に飲め

「東証株価指数」はここから発信されています。

ハ

姿を現します。日本の中央銀行が、日本橋の

日本のウォール街。兜町

番地 1 号にある「国分グループ本社株式会社」
。

るイートインも。さらには創業明治 2 年の老舗

に回ると「日本銀行本店」が堂々たる風格で

日本橋
トリ
ビア
trivia

ヤ

シ ユウテキ

証券取引所」があるのもここ。毎日見聞きする
このエリアのビルは、旧い洋建築で味わい

書店・出版社「丸善」
。創業者早矢仕有的が「ハ

深いものが多く建っています。きもの姿の写真

ヤシライス」考案したという説も。

の背景にするとノスタルジックな雰囲気で○。

モダニズムの雰囲気、証券会社の洋館建築

東京証券取引所の勇壮な建物

意外に思われる方も多いのでは。ショッピング
をひと休み、一区画だけ少し足を延ばしてみま
せんか。
「日本銀行本店 本館」
は重厚なヨーロッ
パの古典主義様式の建築（国指定 重要文化財）
で見応えがあります。設計者は東京駅舎も手
がけた辰野金吾。
「貨幣博物館」も通りを挟ん

日本銀行本店 本館の見事な姿

だ向かい側に併設、無料で入館できるので立
ち寄ってみるのもオススメです。お金について
詳しくなれそう！
多くの銀行の本店も集結するエリア、日本の
金融経済のダイナミズムを感じてみて。
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三越本店本館
正面玄関ではライオン像が
お出迎え、そこから北側に
向かい三越に沿って
曲がりまっすぐ歩くと
そこには金融街が。
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きもの de お出かけ
オススメスポット

江戸の美意識と感性

ART
AQ UA R I U M

その最先端がここにある

MUSEUM

アートアクアリウム美術館
これまでの道のり
2007 年の日本橋三井ホールでの初開催以

日本博から指定された
「命の宿る美術館」
「五感で感じる」オリジナル空間、
「リアル感」

降、全国各地および海外でも展開し、京都の

を追求したアートはまさに「命の宿る美術館」
。

二条城、金沢の金沢 21 世紀美術館などでも開

文化庁開催の「日本博」では日本を代表する

催。2015 年イタリア・ミラノ、2018 年中国・

上海と海外へも進出。2019 年にはアートアク
アリウム城～熊本・金魚の興～にて累計来場
者数は 1,000 万人を超えています。

そして 2020 年夏、ついに日本橋で大型常

設展として
「アートアクアリウム美術館」
となり、
訪れるたびに体験が変化するように、四季折々
の展示を観られる空間へ。作品や空間に対す
る演出だけでなく、カフェエリアのメニューも

現代アートとして認可・支援を受けています。
ここは水族館 ?

いいえ、これはまさしく

アート、
「生きている」美術館です。

和文化のシャワーを
浴びるように
アートアクアリウム美術館の魅力のひとつ
は「和文化」の美が散りばめられているところ。
伝統技法「江戸切子」に金魚が泳ぐ「キリコリ
ウム」や、組紐で彩られた鞠のモチーフに囲ま
れる、艶やかな代表作である「花魁」など和
をモチーフにした作品の他にも、能舞台が設え
られた非日常の空間でカフェ・タイムやお食事
をたのしむこともできます。

うれしい斬新さ ! 何度も訪れたくなる「アー

トアクアリウム美術館」です。
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きもの de お出かけ
オススメスポット

日本橋
きもの
パスポートで

観る、休む、美食する
全天候型のアートアクアリウムは
「日本橋きものパスポート」のマストコース

アートアクアリウム美術館を
きもの姿で 楽しむコツ教えます

きものでお出かけしたい！ でもそんなときに限っ
ての雨。せっかくのきものが濡れてしまう心配も。
でも、その点アートアクアリウム美術館は室内、
天候に左右されずにゆっくり楽しめるので、そんな
心配もないのが良いところです。せっかくの予定を
キャンセルしたくないですよね。
しかも※ 今なら、きもの姿で日本橋きものパス
ポートを提示すれば、入館時、優先的に入場口まで
案内してもらえるサービスが受けられます。 テー
マパークでいうところの「ファストパスレーン」と
ちょっと似たシステム。せっかく、きものを着て来
場くださる方を歓迎したい、という嬉しい美術館側
の心遣い !

ただし、現在のコロナ禍では、事前予約チケット

が時間指定制になっており、毎時 0 分～ 20 分あ

たりは入場口がどうしても混雑しがち。せっかくの

きもの優先入場サービスを十分に活かすためには、
ちょっとしたコツが必要なのです。
※ きもの優先入場サービスは4 月 2 日（金）
～6 月末までの限定サービスです。

日本橋キモノパスポート特典

季節のメニューも
充実

優先入場サービスを
活かすコツ !!

館内にはアートアクアリ
ウムのイメージを映したカ
フェや食事処もあります。
おしゃれでエッジの立った
空間で、オリジナルのドリ
ンクや自慢のスイーツ、お
食事がたのしめます。

金魚の織りなす
美に圧倒されても、
お腹も
満たされたい

目に鮮やかな
カクテルでひと息、
幻想の世界に
誘われて

2

優先入場サービスを受けたい人は全員きもの姿
（お連れの方がきもの姿でなければ
で !（もちろん浴衣でも。）

3
きもの姿や空間に
ふさわしいスイーツ
で癒しタイム
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1

入場口券売機は混雑しがちです。
チケットは事前購入してください。

入場レーンが別々になりますので、ご注意ください ! ）

毎時 0 分～ 20 分の時間帯は入場口が混雑します
ので、この時間帯は避けて優先入場サービスを最
大限活用しましょう。

アートアクアリウム美術館

（ART AQUARIUM MUSEUM）

東京都中央区日本橋本町 1-3
10:00 ～ 19:00
※休館日 : 年中無休（臨時休館日については
所在地

営業時間

公式ウェブサイトにてお知らせします。
）

※新型コロナ感染症の状況により変わ
る場合もあります。公式ウェブサイトを
ご確認ください。
公式ウェブサイト https://artaquarium.jp
階数
敷地面積 約 2,132 m²
2階
延床面積 約 2,321 m²

【チケット概要】

■チケット料金（税込）
一般入場券 2,300 円 ※小学生以下無料
公式チケットサイト

https://ticket.artaquarium.jp/

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT
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M

https://www.chuoku-machikadotenjikan.jp

東京都中央区日本橋 1-19-1
03-3278-6611
開館日 月～土曜日（祝日・年末年始等を除く）
開館時間 平日／ 7：30 ～ 19：30 土曜／ 7：30 ～ 13：30
TEL

バラエティに富む “ 和紙 ” にびっくり！

小津史料館

1653 年に日本橋大伝馬町に紙商を開業して以来、時代と
ともに変遷する紙と商売の歴史にまつわる史料や古文書、用
具類を展示しています。
東京都中央区日本橋本町 3-6-2 小津本館ビル
TEL 03-3662-1184
開館日 月～土曜日（年末年始等を除く）
開館時間 10:00 ～ 17:00
HP 小津和紙 株式会社小津商店 HP https://www.ozuwashi.net/

CH

M

IK AD
O

MA

住所

USEUM

CH

IK AD
O

USEUM

三菱倉庫・江戸橋歴史
展示ギャラリー

住所

MA

MA

O

M

IK AD

USEUM

かつての水運の要所の証

船運がさかんだった日本橋の歴史と三菱倉庫のあゆみを
展示。ビルの低層部には昭和 5 年に建てられた「江戸橋倉
庫ビル」の優美な外観が今も残っています。

※記載している情報は、2021 年 4 月 3 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。

CH

IK AD
O

ユニークな
日本橋が
そこ、ここに。

日本橋界隈には、歴史と伝統を伝える個性的な展示館が
数多くあります。中央区では地域の文化資源を「まちかど
展示館」として整備、開設しています。
ここでご紹介するのはその一部。歴史を肌で感じる散策
ルートに加えてみては。

CH

和紙ってこんなに可愛い、きれい
しゅうぎょく

M

USEUM

聚 玉文庫ギャラリー

老舗和紙舗の「はいばら」の収蔵品を展示。江戸～大正
期を中心とする肉筆浮世絵や摺り物などの美術工芸品、書
籍などを紹介しています。
東京都中央区日本橋 2-7-1
開館日 通年（祝日・年末年始盆休みを除く）
03-3272-3801
開館時間 10:00 ～ 18:30（土日は 17：30 まで）
HP 株式会社 はいばら HP https://www.haibara.co.jp/
住所
TEL

むずかしい？ そんな薬をもっと身近に

Daiichi Sankyo くすりミュージアム

江戸時代から薬種問屋が集まったこの地に、
「くすりと
もっと仲良くなれる」をコンセプトに体感しつつ知ること
ができる基地として情報を発信。

おなじみのココも “ 重要文化財！”

東京都中央区日本橋本町 3-5-1 TEL 03-6225-1133
火～日曜日、祝日、振替休日（年末年始等を除く）
開館時間 10:00 ～ 18:00
HP Daiichi Sankyo くすりミュージアム HP
https://kusuri-museum.com/
住所

開館日

CH

M

IK AD
O

MA

※感染拡大防止のため、入場制限等の対策を実施しています。詳細につきま
しては HP をご確認ください。

USEUM

江戸時代の「牢屋敷」がリアル！

小伝馬町牢屋敷展示館

時代劇好きにはたまらない「伝馬町牢屋敷」の内部まで
再現した模型を展示。十思公園内には
「銅鐘 石町時の鐘」
（都
指定文化財）も設置されています。
東京都中央区日本橋小伝馬町 5-19 十思スクエア別館内
03-3546-5346（中央区区民部文化・生涯学習課内 9：00 ～ 17：00）
開館日 年末年始等を除く毎日
開館時間 9:00 ～ 20:00

日本橋三越本店 本館
現在の本店本館は 1935 年に完成、西洋ルネッサンス
様式の堂々たる独創的な建築物として世間を驚かせ、
2016 年に国の重要文化財として指定を受けました。

日本橋髙島屋 S.C. 本館
2009 年百貨店初の国の重要文化財に指定された本館
は「日本生命館」として建造後、増改築を繰り返し、
西洋の古典主義と和風のディテールの美が見事です。

住所
TEL

14

まだこのほかにも、日本橋界隈には重厚な建築が。
「日本橋」
「三井本館」
「日本銀行本店 本館」も重要無形文化財に指定されているのです。

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT

15

PHOTO SPOT
メ
オスス
日本 橋

街歩きコース
日本橋を歩こう！撮りながらも楽しいオススメの 3 コース。
構図やポーズは参考に！

三越前
駅

A

コース

由緒ある
建物と写ろう

明治から昭和の歴史的建造物は重
厚でディテールも見事。きもの姿
も引き立つ重要文化財と写ろう。

日本橋
三井タワー

三井記念美術館

三井本館

日本橋三井タワー
は三井本館と大柱
の形状も揃えた一
体感の迫力。

三井記念美術館はミュー
ジアムショップやカフェ
も隠れた人気。

コース

証券会社が集まるエリアから東京
証券取引所まで、日本の夜明けを
たどります。

書籍や文具が得意な丸
善、対して髙島屋は呉
服商から百貨店に。

小網神社

茶の木神社

水天宮

日本橋
駅

橋の反対側から
撮ると日本橋の
威厳がよくわか
ります。

ライオン像はイギリス
の彫刻家により 3 年も
かけて造られたもの。

証券ビル群

日本の金融の礎をつくった大実
業家、渋沢栄一。彼によって
1873 年に設立されたのが「日
本最古の銀行」
、第一国立銀行
です。その小さな碑が、みずほ
銀行兜町支店の壁面に残され
ています。

はいばら

飛翔のイメージ
から、羽に模し
た背びれをもっ
ている麒麟像。

第一国立銀行跡

日本橋
駅

日本の近代化
の跡をたどる

日本橋

国指定の重要文
化財、古代神殿
様式の迫力と荘
厳さを写して！

髙島屋と丸善

B

三越本店

東京証券取引所

茅場町
駅

洋館のノスタル
ジックな雰囲気
ときものはベスト
マッチ

東京証券取引
所の堂々とした
ファザードの
躍動感を

松島神社

末廣神社

笠間稲荷神社

椙森神社

福徳神社

人形町
駅

C

コース

下町パワー
スポットめぐり

歴史ある土地にはパワースポット
があるもの。七福神めぐりはお正
月だけではもったいない。

16

日本橋七福神めぐりと福徳神社
社殿に向かって左右に、天に昇る龍
と降りる龍の木彫が対になっていま
す。強運厄除の象徴です。

社の周囲に茶の木が植
え込まれ「お茶の木さ
ま」と親しまれました。

「日本橋七福神めぐり」は全てが神社で構成され、日本でいちばん短時間に
巡ることができるのです。銭洗弁天のある「小網神社」
（福禄寿）
、江戸時代
に富（富くじ）興行を記念した「富塚」がある「椙森神社」
（恵比寿神）
。そ
して、笠間稲荷神社は五穀水産殖産興業の守護神。椙森神社からは三越前
駅も近いので、福徳神社まで足を伸ばしてパワーを上乗せしては。

三越前
駅

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT
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日本橋きものパスポートの
入手方法

コレド日本 橋

3F

Lun a A z u l

セレクトショップ

4F

C1

平田牧場

とんかつと豚肉料理

お会計より

ホームページ

スマートフォン

きものパスポート

トップページを
プリントアウト

画面提示

C1

お食事ご利用のお客様に

3000 円
（税込）以上のお買上げで

冊子

ショップ

20% O F F

1ドリンクサービス

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。

☎03-6262- 3039

☎03-6214- 3129

同伴者も

1F

奥井海生堂

昆布専門店

同伴者も

B1

2, 000 円
（税込）以上お買上げの方に

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。

越前和紙プレゼント

コレド室町 1

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。

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

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、或いはホームページの
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・お会計時にお願いいたします。
※同伴者については、各特典協力店にて対応が違います。各表示を参照ください。
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

日本橋きものパスポート

18

検索

お問合せ先●日本橋きものパスポート事務局

03-3663-2105

1F

B1

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

本人のみ

2F

四川飯店 日本橋

中国料理

5％O F F

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。

本格四川料理を気軽にお楽しみください。

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

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

おばん菜 炙り焼き、
酒、
菜な

和食

本人のみ

4F

B1

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）

おばん菜や炙り焼きとお酒を堪能できる和食の店です。

☎03- 3548-0977

本人のみ

B1

ワンドリンクo r 本日のデザートo r
お持ち帰り用ミニ月餅プレゼント

￥3300（税込）以上、
（１品単価）お買上げのお客様へ

3F

B1

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。

B1

お会計より

箔製品· 喫茶他

「箔座のあぶらとり紙（特別仕様15 枚入）
」
をプレゼント

本物のだしの美味しさに出会える場所

日本橋 木屋

箔座日本橋

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

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

1F

※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・中止となる場合がございます。営業日、営業時間、料金、及び特典サービスなどについ
ては詳細はあらかじめ、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。

https://kimono-pass.tokyo

鰹節 ·
にんべん 日本橋本店 調味料
·だし

☎03- 3241-0968

…… きもの着用の同伴者に限り特典が受けられます。

詳細は Web サイトをご覧ください。

1F

本人のみ

ざくろ室町店

しゃぶしゃぶ·日本料理

着物同伴者

B1

ディナータイム

ワンドリンクサービス
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。

同伴者も

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

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT
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B1

玖子貴

さつま揚げ専門店

2F

B1

誠品生活日本橋

1F

やなか珈琲店

コーヒー専門店

1F

B1

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。

https:/ /qjiki.com/
☎03-6262- 3128

☎03-6225-2871

2F

和ダイニング B 1

10％O F F

お買上げで

※書籍 · 雑誌一部商品を除く

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。

日本橋だし場 はなれ

阿原 Y UA N

「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。

nijiyura.com
☎03-6225-2035

本人のみ

2F

B1

コスメ

B1

5, 500 円
（税込）以上

お会計から５％OFF

同伴者も

手ぬぐい·
和雑貨

注染手ぬぐい にじゆら

お買い上げ 3, 000 円
（税込）以上で

お会計金額より

8％割引（他サービスとの併用不可）

コレド室町 2

2F

書籍·文具·セレクト物販·
B1
ワークショップ

ショップ

５％OFF

P. S e v e n茶香水

着物同伴者

香水

B1

8, 000 円以上

ドリンク全品 50 円引き

1, 000 円
（税込）以上
お食事ご利用で粗品プレゼント

（一部商品を除く）

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。

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。

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。

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。

☎03-6262- 3136

☎03-5205-8704

☎03- 3527-9565

psevenjp.official.ec
☎03-6910- 3969

同伴者も

3F

まかないこすめ

本人のみ

コスメ

お買上げで

同伴者も

3％ＯＦＦ

同伴者も

B1

1,100 円
（税込）以上

粗品プレゼント

コレド室町３

日本 橋 三 井タワー

お買上のお客様

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。

☎03-6262- 3200

B1

コレド室町テラス

B1

真不同 飲茶倶楽部

中華バル

B1

B1

CR AFTROCK

ブリュワリ―
B R E W P U B & LI V E レストラン

ミニラクサヌードルをサービス

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

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

☎03- 3272-1239

博多ニューコマツ 近代版博多屋台

同伴者も

日本 橋

☎03-6271-8588

☎03-6910- 3224

1F

B1

乾杯ドリンクサービス

やきとりお㐂楽

焼鳥·親子丼·鶏料理

フルーツ

千疋屋フルーツパーラー パーラー

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

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

w w w.sembikiya.co.jp
☎03- 3241-1630

本人のみ

同伴者も

本館

4F

B1

ディナータイム：
（焼鳥コースご注文の方）

本館

7F

C1

四季茶寮 えど

お食事をご注文のお客様に

特別食堂 日本橋

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。

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。

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。

親子三代レストラン

☎03-6255-2970

☎03-6910- 3294

☎03- 3242-9550

☎03- 3274-8495

着物同伴者

C1

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

同伴者も

本人のみ

三越本店

乾杯ドリンクサービス

※店舗指定のものに限る

B1

B1

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。

焼肉

2F

B1

（その他にお1人様1品、
ご注文をお願い致します。
）

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。

東京焼肉 一頭や

シンガポール
料理

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！

お会計から 3％ＯＦＦ

同伴者も

シンガポール海南鶏飯

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

（D i n n e r T i m e 限定）
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B1

B1

ハーフパイントビール
o r 前菜１品プレゼント

乾杯ドリンクサービス

1F

本人のみ

コーヒーまたは紅茶を
1杯サービス

同伴者も

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT

本人のみ
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レストラン
本館

B2

D1

レストランローズ

三重テラス

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

日本 橋 髙島 屋 S ．Ｃ．

本館

B2

アルポルトカフェ 日本橋店

本館

4F

D1

千疋屋フルーツパーラー

対象の

本館

7F

新館

1F

新館

ご当地酒場長崎県五島列島
小値賀町

C1

料理ご注文のお客様に

ドリンク1杯サービス

日本 橋

小値賀の様々な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。

☎03-5205- 3005

☎03-3272-6867

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

同伴者も

新館

D1

甘味喫茶 梅園

B1

着物同伴者

寝かせ玄米と日本のいいもの いろは D1

日本橋

B2

室町 美はま

飲食物お買上げのお客様に

日本橋

純喫茶 和

老舗店の
「和菓子」

１ドリンクサービス

（あんこ、
玄米福、
黒ごまのどれか１つ）
おはぎ
（売切れ次第終了）
プレゼント

をお付けします

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。

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。

レトロな喫茶店でコーヒーを！

☎03-5203-0073

☎03-6262-6357

☎03-6262-7227

☎03- 3271-9734

着物同伴者

新館

1F

D1

なかほら牧場

N 2 B r un c h C l ub

本人のみ

D1

日本橋

ソフトクリーム1巻
増量サービス

ドリンクセッ
トをサービス

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。

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！

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

☎03-6281-9806

同伴者も

新館

4F

Ｒ
ｉ
ｂｅrｃ
ｅ

水着·リゾートウェア·
フィットネスウェア

D1

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。

w w w.edokuzumochi.JP
☎03-6262-3232

新館

日本橋

日本橋 ゆかり

日本料理

着物同伴者

D1

200 円引き

自家製梅酒１杯サービス

小布施堂のモンブランが食べられるお店です。

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。

おでん和食一平 おでん·日本料理
日本橋店

nihonbashi-yukari.com/
☎03- 3271- 3436

着物同伴者

D1

日本橋

焼肉 あかぎ

焼肉

同伴者も

D2

ソフトドリンク1杯サービス

ファーストドリンク１杯サービス

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。

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。

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。

w w w.riberce.com
☎03-6262-3033

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

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

オリジナル扇子をプレゼント

6F

D1

D1

https:/ /peshawar.jp
☎03- 3242-1212

日本橋

店内商品11, 000 円
（税込）以上お買上で

人形町 今半

喫茶店

（11：30～19：00）

着物同伴者

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

同伴者も

同伴者も

ケーキセットすべて

ランチセットの

D1

江戸久寿餅

かふぇ ぺしゃわーる

同伴者も

C2

喫茶店

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。

ワンドリンクサービス

22

日本橋

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。

ソフトクリームトッピングサービス

6F

D1

本人のみ

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。

食事をご注文されたお客様に

新館

http:/ /mieterrace.jp/
☎03-5542-1033

着物同伴者

コーヒーまたは紅茶を１杯サービス

ソフトドリンクを１杯サービス

B1

「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·歴史の様々な魅力をお伝えします。

お食事、
またはデザートをご注文されたお客様に

サービスドリンク1杯サービス

B1

シェルレーヌ1個
プレゼント

Y UITO ANNEX

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

☎03- 3246-9829

レストラン

ショップ

（ノンアルコールカクテル含む）

同伴者も

フォカッチェリア ラ ブリアンツァ D1

日本橋

お食事をされたお客様に

アイスクリームをサービス

伊勢重

すき焼料理

（ディナータイムのみ）

着物同伴者

A2

日本橋

自家製 牛佃煮プレゼント
（お食事のお客様のみ）

日本橋 舟寿し

すし· 割烹

同伴者も

B2

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）

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。

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。

w w w.imahan.com
☎03-5542-1192

☎03-5542-1170

http:/ /iseju.com/
☎03- 3663-7841

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

同伴者も

同伴者も

本人のみ

NIHONBASHI KIMONO PASSPORT

同伴者も
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レストラン

日本橋

日本橋

日本橋

鰻 高嶋家

てん茂

うなぎ· 割烹

B2

日本橋

日本橋せいとう

B2

人形町

ＷＡＧＹＵ日山 創作料理

C3

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。

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。

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。

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。

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

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

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

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

着物同伴者

B1

天ぷら

日本橋

同伴者も

B2

M ILLE N U IT S

人形町

人形町 吉 星

着物のお客様及び同伴者様は

着物のお客様及び同伴者様は

お会計総額から

お会計総額から

5％OFF

天然ふぐ· 鱧 ·
割烹料理

同伴者も

B3

当店の手拭い
プレゼントいたします
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。

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

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。

http:/ / w w w.tenmo.jp
☎03- 3241-7035

☎03-3527-9787

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

BUNMEIDO C AFE

着物同伴者

B2

日本橋

文明堂 日本橋本店

ともに 5％OFF

ともに 5％oOFF

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。

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。

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

☎03- 3241-0002

日本橋玉ゐ室町店

穴子料理

B1

anago-tamai.com
☎03-5203-6250

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。また施設内には、日本橋エリ
アの様々な観光情報、店舗情報などを記載した大型マップを配置し、一
部老舗店舗の商品販売も行っています。案内スタッフは、日本橋ならで
はのきものユニフォームにてお客様をお迎えいたします。
「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。

同伴者も

人形町の街歩きに
日本橋、
便利な巡回バス

は徒歩で約15 分。また、
三越駅から人形町・甘酒横丁まで
江戸バス・
日本橋 E ライン、
無料の巡回バス・メトロリンク
20 分間隔で日本橋や人形町
北循環（有料 100 円）が約
界隈を巡回しています。
ライン（hinomaru.co.jp）
詳細：メトロリンク日本橋 E
om）
中央区・江戸バス（hitachi.gr.c

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。

同伴者も

人形町

そよいち ビーフカツの店

中央区日本橋 1-1-1 花の広場
店休日
URL
10:00 ～ 17:00
元日を除き年中無休
http://nihonbashi-info.tokyo/
FACEBOOK https://www.facebook.com/Nihonbashi.Tourism.Information/
所在地

営業時間

C3

日本橋案内所

和装小物他プレゼント

人 形町

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。
インバウンド観光の対応として、
館内巡りのツアー
や折り紙のワークショップなどを英語で実施しています（※）。また施設内
には、
日本橋エリアの様々な観光情報、店舗情報などを記載した大型マッ
プを配置し、スタッフの手描きイラストによる街歩き情報が記載されて
います。また日本橋の多くの老舗商品の展示販売も行っています。案内
スタッフは、日本橋ならではのきものユニフォームにてお客様をお迎え
いたします。日本橋で行われている催事情報、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。

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。

http:/ / sotokichi.web.f c2.com/
☎03- 3666-9993

よし梅 人形町本店

C3

人形町

よし梅 芳町亭

同伴者も

C3

ランチ▶同伴者きものをお召しになっている方のみ

ディナー▶同伴者きものをお召しになっている方のみ

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。

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。

http:/ / w w w.yoshiume.jp
☎03- 3668- 4069

http:/ / w w w.yoshiume.jp
☎03-5623- 4422

全員100 円引き

着物同伴者

同伴者も

日本橋観光案内所

お会計時に日本橋本店
BUNMEIDOCAFE

同伴者も

きもの・浴衣姿で外食を楽しんでいる写
真コンテストにご参加ください。きもの
パスポートの有無は問いません。日本全
国どこのお店でも和装であれば OK！詳
しい応募方法は WEB サイトでチェック。

（コース料理限定）

B2

同伴者も

フォトコンテスト開催！

1ドリンクサービス

本人のみ

5％OFF

「#着物で食レポ」

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

ディナーで使える500円の
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人形町

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

優待券１枚をプレゼント

人形町

C3

すき焼割烹 日山

戸田屋商店謹製
オリジナルひざ掛け

お会計時に日本橋本店
BUNMEIDOCAFE

日本橋

熟成和牛とシチリア
ワイン専門レストラン

ショップ

全員300円引き

所在地
営業時間
URL

TEL
中央区日本橋室町 2-2-1 コレド室町 1 地下 1 階
店休日
10:00 ～ 21:00（※）
コレド室町の施設に準ずる
https://www.nihonbashi-tokyo.jp/information_center/

03-3242-0010（日本語）／ 03-3242-2334（英語）
※新型コロナウイルス感染の状況により、ツアープログ
ラムの中止や営業時間の短縮などを行っております。

着物同伴者
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NIHONBASHI

日本橋きものパスポート実行委員会
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

主催

共催

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

●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

