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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。 「日本橋美人商品」は日本橋美人のブラッシュアップを願い２００５年に名店、企業、ホテル
などと協力して誕生、２０１７年には「日本橋美人やすめ」シリーズをニューラインナップしました。◆商品の詳細については、各企業にお問い合わせください。

割烹・日本料理・寿司
1   矢の根寿司(ロイヤルパークホテル店)                F-4

日本橋蛎殻町2 -1-1  B1F 
03 -5643 -8139   11:30～14 :30、17:30～22 :00

69   割烹 嶋村                                                      B-5
八重洲1-8 - 6 03 -3271-9963

11:30～14 :00、16 :30～22 :30（L.O.22 :00）
日祝・年末年始

バー
1   ロイヤルスコッツ(ロイヤルパークホテル)            F-4

日本橋蛎殻町2 -1-1  B1F
03 -5641-3600 (9 :00～20 :00 )
17:00～24 :00 （L.O.23 :30）

和菓子
13  榮太樓總本鋪                                                C-4

日本橋1-2 -5 03 -3271-7785
9 :30～18 :00 日祝・元日・1/2

洋菓子・パン
1  スイーツ＆ベーカリー  粋 (ロイヤルパークホテル)             F-4

日本橋蛎殻町2 -1-1  1F
03 -5641-3600 (9 :00～20 :00 ) 11:00～20 :00

15  室町ボンクール                                             C-2

日本橋室町4 -3 -12 03 -5201-3811
7:30～20 :00 /土8 :00～18 :00   12 /29～1/5

和紙・和雑貨
10  山田松香木店「香の調べ」(日本橋髙島屋S.C.)       C-5
日本橋2 -4 -1日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ. 本館７F  呉服サロン

03 -3211-4111   10 :30～19 :30 
一部営業時間の異なる期間がございます。詳しくは日本橋髙
島屋Ｓ.Ｃ. のホームページでご確認ください。

20  小津和紙                                                         C-3

日本橋本町3 - 6 -2 小津本館ビル    03 -3662 -1184
10 :00～18 :00   日・年末年始

47  刷毛・刷子 江戸屋                                             D-2

大伝馬町2 -16    03 -3664 -5671
 9 :00～17:00 土日祝・12 /28～1/5

専門店【食品】
1  千疋屋総本店                                                C-3

日本橋室町2 -1-2 三井タワー
1F 千疋屋総本店 10 :00～19 :00    03 -3241-0877
1F カフェ ディ フェスタ 9 :00～20 :00（L.O.19 :30）
2 F 千疋屋フルーツパーラー

11:00～21:00（L.O.20 :30） 03 -3241-1630
2 F レストラン ワイン＆ダイニング「デーメテール」

11:30～14 :00 /17:30～21:00（L.O.20 :00）
元日・1/2 （12 /31・1/3 の営業時間が一部変更になります）

2  にんべん 日本橋本店                                  C-3

日本橋室町2 -2 -1 COREDO室町1・ 1F
03 -3241-0968 10 :00～20 :00（日本橋だし場10 :00

～19 :00）12 /31は18 :00まで 元日・コレド室町1に準ずる

29   山本海苔店                                                    C-3
日本橋室町1- 6 -3 03 -3241-0290

9 :30～18 :00   元日（1/2 ～3、12 /31・1/4 の営業時間が
一部変更になります）
美容
9  資生堂ビューティーサロン                         C-4

日本橋1-4 -1コレド日本橋3 F   03 -3211-2066
11:00～21:00／土日祝11:00～20 :00　 元日

　宿 泊 施 設

1 水天宮 日本橋蛎殻町 2-4-1

2 笠間稲荷神社 日本橋浜町 2-11-6

3 末廣神社 日本橋人形町 2-25-20

4 松島神社 日本橋人形町 2-15-2

5 茶ノ木神社 日本橋人形町 1-12-10

6 小網神社 日本橋小網町 16-23

7 椙森神社 日本橋堀留町 1-10-2

8 寶田恵比寿神社 日本橋本町 3-10-11

9 大観音寺 日本橋人形町 1-18-9

10 福徳神社 日本橋室町 2-4-14

11 薬研堀不動院 東日本橋 2-6-8

12 日枝神社日本橋摂社 日本橋茅場町 1-6-16

13 神田神社 千代田区外神田 2-16-2

14 兜神社 日本橋兜町 1-12 

2 東京ステーションホテル A-5 千代田区丸の内 1-9-1 03-5220-11111 ロイヤルパークホテル F-4 日本橋蛎殻町 2-1-1 03-3667-1111

3 コートヤード・バイ・マリオット　
東京ステーション                    B-6 京橋 2-1-3 03-3516-9600

　　　　　　　東京駅八重洲口 ⇒呉服橋 ⇒
地下鉄日本橋駅 ⇒ 地下鉄三越前駅 ⇒ 三井記念美術館 
⇒ JR新日本橋駅 ⇒ 日本橋室町一丁目 ⇒ 日本橋南詰 
⇒ 日本橋二丁目 ⇒ 日本橋三丁目 ⇒ 地下鉄宝町駅 ⇒
京橋二丁目 ⇒ 京橋一丁目 ⇒ 八重洲地下街

●本件に関するお問い合わせ

■ 10～20時／約10～15分間隔で運行

※1月1日は運休

■ 平日8～18時 土日祝日10～20時／約22分間隔で運行

●本件に関するお問い合わせ
※「21A 蠣殻町二丁目（ロイヤルパークホテル）」は土日祝日のみ停車します。

日立自動車交通  TEL 03-5682-1122

無料巡回バス中央区コミュニティバス江戸バス

● 運行ルート

　　　　　　東京駅八重洲口⇒地下鉄三越前駅⇒
日本橋室町１丁目⇒堀留町東京商品取引所⇒富沢町⇒
浜町2丁目明治座前⇒浜町3丁目トルナーレ前⇒地下鉄
水天宮前駅⇒東京シティエアターミナル⇒人形町1丁目
⇒茅場町・兜町東証前⇒日本橋2丁目⇒八重洲地下街

● 運行ルート

メトロリンク日本橋

メトロリンク日本橋 eライン

日の丸自動車興業株式会社 東京営業所  TEL 03-6903-3334

★日本橋エリアを運行する
　「北循環ルート」

■ 運賃 100円／未就学児は無料　　　■ 運行時間 約20分間隔で運行

日本橋久松町1-2

● 運行ルート

〈内科・小児科〉　日本橋休日応急診療所　       TEL 03-5640-2570
〈      歯   科       〉 日本橋休日応急歯科診療所　TEL 03-5640-5256
〈   調剤薬局  〉　日本橋休日応急薬局　              TEL 03-5640-9856

①中央区役所 ⇒ ②新富二丁目 ⇒ ③八丁堀駅 ⇒
④八重洲通り東（いちよし証券前）⇒ ⑤八重洲通り西 ⇒ ⑥東京駅八重洲北口 ⇒ ⑦呉服橋 ⇒
⑧本石町一丁目（日本橋三越前）⇒ ⑨本石町三丁目 ⇒ ⑩新日本橋駅(中外製薬前）⇒
⑪室町二丁目（コレド室町前）⇒ ⑫日本橋保健センター ⇒ ⑬堀留町一丁目（東京商品取引所）⇒
⑭小伝馬町駅 ⇒ ⑮馬喰横山駅 ⇒ ⑯浜町一丁目 ⇒ ⑰浜町駅（明治座前）⇒ ⑱浜町三丁目 ⇒
⑲浜町敬老館 ⇒ ⑳中洲 ⇒ 　箱崎町（古樹軒前）⇒      蛎殻町二丁目（ロイヤルパークホテル）
⇒ 蛎殻町一丁目水天宮前駅 ⇒ 水天宮前 ⇒ 人形町駅 ⇒ 日本橋区民センター ⇒

箱崎湊橋通り⇒ 新川一丁目 ⇒ 新川二丁目 ⇒ ④八重洲通り東（いちよし証券前）⇒
桜橋 ⇒ 新富区民館 ⇒ ①中央区役所 ※グレーの文字の停留所は地図の範囲外です。
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　箱崎町　箱崎町21　箱崎町 21A

日本橋休日応急診療所・歯科診療所・薬局

江戸（東京）の
地域ブランド

駅

観光案内所

警察署・交番

郵便局

船着場

寺

神社

宿泊施設 防災拠点（避難所）

日本橋休日応急診療所

一時（いっとき）集合場所

コミュニティサイクルポート

商業施設

お買物

お食事

美術館・ギャラリー・劇場・情報発信、交流施設など

中央区まちかど展示館 iOS Android

中央区防災マップアプリ 無料ダウンロード
★災害時、避難所などの情報をおしらせします。

　美 術 館・ギャラリー・劇 場ほか

　「日本橋美人商品」取扱店

　神 社・仏 閣

江戸屋所蔵刷毛
ブラシ展示館

1 貨幣博物館
B-3

日本橋本石町1-3-1 日本銀行分館内
03-3277-3037  9 :30～16:30

URL www.imes.boj.or.jp/cm/
月、年末年始、臨時休館あり

2 三井記念美術館
C-3

日本橋室町2-1-1 三井本館 ７F  
03-5777-8600 10 :00～17:00
月、年末年始、臨時休館あり

3 凧の博物館
C-4

日本橋1-12-10 たいめいけん５F 03 
-3275-2704 11:00～17:00  日祝

4 Daiichi Sankyo
くすりミュージアム          C-3

日本橋本町3-5-1 03-6225-1133
10:00～18:00 月、年末年始

5 小津史料館
C-3

日本橋本町3-6 -2 小津本館ビル 3F
03-3662-1184 10 :00～18:00
日祝、年末年始

6
小伝馬町
牢屋敷展示館 

D-2

日本橋小伝馬町5-19 十思スクエア別
館内 03-3546 -5346（中央区区民文
化・生涯学習課内 9:00～17:00）

9:00～20:00  年末年始

7 三菱倉庫・江戸橋
歴史展示ギャラリー    D-4

日本橋1-19 -1 03-3278 -6611 
7:30～19:30／土7:30～13:30 
日祝、年末年始

8
ミュゼ浜口陽三
・ヤマサコレクション    

F-4

日本橋蛎殻町1-35-7 03-3665-0251
11:00～17:00／土日祝10:00～
月・年末年始  ※展示替期間/臨時休館

あり

9 ゆかた博物館
E-3

日本橋人形町3-4 -7 03-3661-8859
平日2部制 ①15:00～、②16:00～ （解

説付き約１時間) 土日祝休

11 日本橋劇場
（日本橋公会堂）                E-4

日本橋蛎殻町1-31-1 日本橋区民セン
ター内 03-3666 -4255

無休（年末年始、設備点検日除く）

12 明治座
F-3

日本橋浜町2-31-1 03-3660 -3939 
URL www.meijiza.co.jp/

16 お江戸日本橋亭
C-3

日本橋本町3-1-6 日本橋永谷ビル 1F
03-3245-1278

URL www.ntgp.co.jp/engei/nihonbasi

18 日本銀行本店【見学要予約】
B-3

日本橋本石町2-1-1  見学受付 03-
3277-2815 www.boj.or.jp  土日祝、
年末年始 ※改修工事のため本館の見学
は外観のみ（2019 年６月まで）

21
お江戸日本橋舟めぐり

【江戸東京再発見コンソーシアム】
C-4

日本橋1-9 日本橋南橋詰
（日本橋船着場 滝の広場）

URL www.edo-tokyo.info

22 つづら学習館
E-3

日本橋人形町2-10 -1  03-3668 -6058 
10：00～17：00 日祝、年末年始 ※つづ

ら制作のため入店できない場合があります

23 イチマス田源
呉服問屋ミュージアム     D-2

日本橋堀留町2-3-8 03-3661-9351
9：00～17：00 日祝、年末年始

29 伊場仙
浮世絵ミュージアム       D-3

日本橋小舟町4 -1 伊場仙ビル １F
03-3664 -9261 8:00～20:00 
年末年始

30 相田みつを美術館
A-6

千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォ
ーラム B1F 03-6212-3200 10 :00
～17:30 月（祝日の場合は開館）

33
アーティゾン美術館

（旧・ブリヂストン美術館）
★2020 年1月18日開館  B-5

京橋1-7-2 ミュージアムタワー京橋内  
03-5777-8600 
10 :00～18:00 月（祝日の場合は

開館、翌平日振替休）・年末年始  
URL www.artizon.museum/

2 日本橋三井ホール
C-3

日本橋室町2-2-1コレド室町１  5F
03-5200 -3210

3 TOHOシネマズ日本橋
C-3

日本橋室町2-3-1 コレド室町２  3F～6F
9：00～24：00 ※上映作品により営業時間

が異なります URL www.tohotheater.jp/

8 三越劇場
C-3

日本橋室町1-4 -1 日本橋三越本店本
館 ６F  0120 -03-9354

No.
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日本橋都市観光マップ【日本語版・英語版】は東京中央ネットの
公式ホームページからダウンロードできます。

本事業は
beyond2020プログラム

認証事業です

マンダリン オリエンタル 東京5

6

7

ホテルメトロポリタン丸の内

シャングリ・ラ ホテル 東京

フォーシーズンズホテル丸の内 東京8

丸ノ内ホテル

9

センターホテル東京10

住庄ほてる11

伊東旅館12

東急ステイ日本橋13

シティペンション ゼム14

ホテル龍名館東京15

ホテル法華イン日本橋16

スマイルホテル日本橋三越前17

スマイルホテル東京日本橋18

20 東横イン日本橋税務署前
東横イン東京日本橋19

東横イン日本橋浜町明治座前21

東横イン日本橋三越前 A422

東横イン神田秋葉原23

東横イン日本橋人形町24

セルメスイン日本橋25

相鉄フレッサイン日本橋茅場町26

相鉄フレッサイン日本橋人形町27

西鉄イン日本橋28

ホテル日本橋サイボー29

32 ヴィラフォンテーヌ日本橋三越前
ホテル堀留ヴィラ31

ヴィラフォンテーヌ日本橋箱崎33

コンフォートホテル東京東日本橋34

Ｒ＆Ｂホテル東日本橋35

京王プレッソイン大手町36

京王プレッソイン日本橋茅場町37

八重洲ターミナルホテル38

オークウッドプレミア東京39

ホテルアクサス日本橋40

三井ガーデンホテル京橋41

アパホテル人形町駅北42

44 アパホテル東日本橋駅前

アパホテル日本橋馬喰町駅前

アパホテル小伝馬町駅前43

スーパーホテル Premier 東京駅八重洲中央口45

浦島館46

ホテルサードニクス東京47

相鉄フレッサイン東京京橋48

ヴィラフォンテーヌ東京八丁堀49

ヴィラフォンテーヌ茅場町50

パールホテル八重洲
三井ガーデンホテル日本橋プレミア

51

52

53

三越前駅周辺  拡大

神田明神

13

昌平小

神
田
川

神田神社のご案内

●日本橋美人商品 お問い合わせ先

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）
TEL 03-5859-5188 【平日10時～17時まで】   FAX 03-5859-5182

「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いただけます。
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66 築地 傳（DEN）
E-5

日本橋蛎殻町1-21-9 03-3666-5822 11 :30～14:00、17:30～23:00
（L.O.22 :00）／土17:00～23:00（L.O.22 :00） 日祝

67 辰巳 
D-5

日本橋茅場町2-1-9 03-3666-0996
11:00～13:30、17:30～22:30（L.O.22 :00） 土日祝

68 割烹 や満登
B-5

八重洲1-7-4矢満登ビルB1F 03-3271-2491
11:00～14:00（L.O.13 :30）、17:00～22:00（L.O.21 :30） 土日祝

70 八重洲 とよだ
B-5

八重洲1-6-15 登代田ビル 1F 03-3271-9235 11:00～14:00（L.O.13:30）、
17:00～22:00（L.O.21 :00） 第2・第4土、日祝

149 割烹 ふた麦
C-3

日本橋本町1-4-3 ムロホンビル1   1F  03-6262-7997
17:00 ～ 23 :00（L.O.22 :00） 日

150 室町 美はま
C-3

日本橋室町1-12-13 ムロホンビル2  03-6262-7227
17:00 ～ 23 :30（L.O.22 :30）／土11:30～14:00（L.O.13 :30）、17:00 ～ 

22 :00（L.O.21 :30） 日祝
とんかつ・ステーキ・焼肉

1 すみだ
F-4

日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル20F 03-5641-3600（9：00～
20：00） 11:30~14:30、17:30~21:30／土11:30~13:00、13:30~15:00、
17:30~22:00／日祝11:30~13:00、13:30~15:00、17:30~21:30 無休

8 バッテン
C-4

日本橋室町1-9-9 竹松ビル1F 03-5201-6060
11:00～14:30、18:00～翌3:00 無休

72 宇田川
C-3

日本橋本町1-4-15 03-3241-4574
11:00～13:50、17:00～20:30／土11:00～13:50 日祝

80 仁
E-4

日本橋人形町1-1-15 マルエイビル1F 03-5644-0855
11:00～14:00、17:30～22:00（L.O.21 :00） 日祝

中国料理・ラーメン

1 桂花苑
C-4

日本橋蛎殻町2 -1-1 ロイヤルパークホテルB1F 03 -5641-3600 (9 :00～
20 :00 ) 11 :30～14:30（土日祝～15:00）、17:30～21:30（土 ～22:00）

無休　※ラストオーダーは30分前

75 小洞天 日本橋店
C-4

日本橋1-2-17 03-3272-1071
11:00～15:00（L.O.14 :30）、17:00～22:00（L.O.21 :00）／土日祝11:00

～15:00（L.O.14 :30）、17:00～21:00（L.O.20 :15） 無休 （年末年始を除く）

76 ますたにラーメン
C-4

日本橋1-6-7 関谷ビル1F 03-3272-8548 10 :30～23:00／土日祝
10:30～22：30／第1日曜10:30～15：00 無休 

77 八重洲大飯店  B-5 日本橋3-3-2 03-3273-8921 11 :30～22:30 日祝

79 萬寿園 
C-5

日本橋3-7-7 小村ビル1F・B1F 03-3271-2568
11:00～22:50 （L.O.22 :00） ／土11:00～14:00 日祝

82 由丸  茅場町店 
D-5

日本橋茅場町2-10-10 03-5645-1073
11:00～23:00／土11:00～22:00 日祝

83 由丸 
八重洲仲通り店 B-5

八重洲1-8-9 03-3278-8005
11:00～23:00／土日11:00～22:00 祝

85 泰興楼 八重洲本店
B-5

八重洲1-9-7 03-3271-9351 11:00～15:00（L.O. 14:30）、17:30～22:30（L.O. 
22 :00）／土11:30～15:00（L.O. 14 :30）、17:30～21:30（L.O. 20 :30） 日祝

エスニック・無国籍料理
86 らいん

C-3
日本橋室町1-11-2 二葉ビル1F 03-3279-5084

11:00～16:00、17:00～22:00（L.O.21 :30） 土日祝

88 DINING BAR
SALVACION　 E-4

日本橋人形町1-1-15 マルエイビルB1F 03-5643-6224
11:00～14:00、18:00～24:00（L.O.22 :30） 日祝

90 べねぜら
F-5

日本橋箱崎町32-3 03-3664-5301
11:00～19:30／土11:00～14:00 日祝  

91 キュイボンヌ
D-5

日本橋茅場町1-4-6木村実業第2ビルB1F 03-5640-0677
11:00～16:00、17:00～23:00／土11:30～14:00 日祝

レストラン（洋食）
1 シンフォニー

F-4
日本橋蛎殻町2-1-1ロイヤルパークホテル1F 03-5641-3600 6 :30～
11:00、11:30～22:30／土日祝7:00～11:00、11:30～22:30 無休

93 ヴィハージュ 
C-2

日本橋本町4-14-2ミマツビル1F 03-3669-8148
11:00～14:00（L.O.13 :30）、17:30～22:00（L.O.21 :00） 日祝

95 食工房 あらじん
C-4

日本橋室町1-7-2八木長ビルB1F 03-3279-8252
11:00～14:30、17:30～22:30／日11:30～14:30 土祝

96 たいめいけん
C-4

日本橋1-12-10 1F 03-3271-2463、2F予約03-3271-2464 1F 11 :00
～21:00（L.O.20 :30）／日祝11:00～20:30（L.O.20 :00）、2F 11 :00～15:00

（L.O.14 :00）、17:00～21:00（L.O.20 :00） 1F 月、年始（1/1～2）  2F 日祝

97 浮舟                    B-5 日本橋3-4-13 03-3271-9042 11:30～13:00、17:30～22:00 土日祝

100 小春軒 
E-4

日本橋人形町1-7-9 03-3661-8830
11:00～13:45、17:00～20:00 日祝(土曜不定)

101 キラク
E-3

日本橋人形町2-6-6 03-3666-6555 11 :00～15:00（L.O.14 :45）、
17:00～20:15（L.O.20 :00） 日、第2・第3月（祝日の場合は営業）

102 芳味亭 
E-3

日本橋人形町2-3-4  03-3666-5687 
11 :00～14:00（L.O.）、17:00～21:00（L.O.20 :15） 月

104 ホテルオークラ
レストラン   ニホンバシ         D-5

日本橋茅場町1-5-8 東京証券会館7F 03-3667-4828
11:00～21:30 土日祝

137 東洋 
C-4

日本橋1-2-10 東洋ビル2F 03-3271-0003 11 :00～23:00（L.O.22 :00）
／土11:00～17:00（L.O.16 :00）／祝11:00～20:00（L.O.19 :00） 日、第3土

140 flax
F-3

日本橋浜町3-22-1 日本橋浜町Ｆタワープラザ1F  03-3666-8787
11:30～14:30、18:00～23:00／土18:00～22:30 日祝

143 キュル・ド・サック
B-3

日本橋本石町4-4-16  03-6214-3630
11:30～14:00、17:30～23:30 土日祝

イタリア料理
105 カヤバッチョ 

D-5
日本橋茅場町2-7-3 イースト・インタービル1F  03-3669-3939  11 :00
～14:00、17:30～22:00（L.O.）／土12:00～14:30、17:30～21:30  日祝

107 ピノッキオ
C-3

日本橋室町1-11-16 イースト室町ビル 1F  03-3241-7320
11:00～14:00、17:30～22:00（L.O.21 :00） 土日祝

108 トラットリア・
イタリア                         C-4

日本橋室町1-7-1スルガビルB1F 03-6202-0095
11:30～22:30 年末年始

110 アル・ポンテ
F-4 

日本橋浜町3-3-1 トルナーレ日本橋浜町2F 03-3666-4499
11:30～15:00（L.O.13 :30）、17:30～23:00（L.O.21 :30） 日

111 南欧食堂トノー 
E-4

日本橋人形町1-11-12リガーレ日本橋人形町ANNEX1F 03-5641-1008
11:00～14:00、17:30～22:30（L.O.22 :00）／祝11:00～14:00、17:30～

21:30（L.O.21 :00） 日、日と続く祝日（週中の単日祝は営業）

112 イル・マーレ ブルー
E-4

日本橋人形町1-8-2 03-3666-7766
11:00～14:30（L.O.14：00）、18:00～23:00（L.O.22：00） 日

113 コルレオーネ
E-4

日本橋蛎殻町1-39-5水天宮北辰ビル1F 03-3639-0107
11:30～14:30（L.O.14：00）、17:00～23:00（L.O.22：00）/土祝11:30～

15:00（L.O.14：00）、17:00～23:00（L.O.22：00） 日

114 LA CORNICE
C-5

八丁堀1-4-8森田ビル1F 03-5875-4664
11:30～14:00、18:00～24:00 土日祝

120 VINO E IL RACCOLTA
C-5 日本橋2-9-6 03-3231-0610 11 :30～15:00、18:00～24:00 土日祝 

居酒屋・バール

3 ラヴァロック
B-6

京橋2-1-3 コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション1F  03-3516-9333 
6 :30～10:00、11:30～14:30、17:30 ～ 23 :00／土6:30～10:00、11:30～14:30、

17:30 ～ 22 :00／日祝6:30～10:00、11:30～14:30、17:30 ～ 21 :00 無休

16 日本橋室町 
豊年萬福            C-4

日本橋室町1-8-6 03-3277-3330 
11 :30～14:30、17:00～23:00／土祝11:30～14:30、17:00～22:00 日

60 お多幸 本店
C-4

日本橋2-2-3 お多幸ビル 03-3243-8282 11 :30～14:00（L.O.13：30）、
17:00～23:00（L.O.22：15）／土祝16:00～22:30（L.O.21：45） 日

78 BAR NIHONBASHI 
すふぃーる         C-3

日本橋室町1-11-2 二葉ビル2F  03-3516-0606  
19 :00～翌3:00 日祝

116 日本橋  魚錠
C-3

日本橋室町1-5-2 東洋ビル2F 03-6225-2305 11 :30～14:30（L.O.14 :00）、
17:00～23:30（L.O.22 :30）／土17:00～22:30（L.O.21 :30） 日祝

121 いづみや           B-5 日本橋3-3-3 03-3271-2939 16 :30～23:00 日祝

122
ニホンバシイチノ
イチノイチ

C-4

日本橋1-1-1 国分ビル1F 03-3516-3111 11 :00～14:00、17:00～
23:30（L.O.フード22:00、ドリンク23:00）／土日祝11:00～15:00、17:00～
22:30（L.O.フード21:00、ドリンク22:00） 不定休

124 浜町亭 
人形町２丁目店 E-4

日本橋人形町2-14-3 人形町ACTビル1F 03-3664-3819
月～木17:00～23:30（L.O.22 :30）／金・祝前日17:00～翌4:00（L.O.3 :00）

／土17:00～22:30／日祝15:00～22:30 不定休

125 笹新                    E-3 日本橋人形町2-20-3 03-3668-2456 17 :00～22:30 日祝、第3土

126 小松屋
人形町本店       E-3 日本橋人形町3-7-2 03-6661-9851 17:00～23:00（L.O.22 :00） 無休

130 一の倉 八重洲店
B-5

京橋1-4-13 セントラル京橋ビルB1F 03-3281-3241 11:00～14:00（L.O.）、
16:30～23:00（L.O.22 :30）／土11:00～20:00（要予約） 日祝  

139 フレンチバル
KOUZO              E-4

日本橋人形町1-1-16 03-3662-5511 11 :30～14:30（L.O.14 :00）、
17:00～23:00（L.O.22 :00） 日祝

147 フィリー
B-5

日本橋3-2-13 中條ビル1・2F 03-3527-9795
11:30～14:00、18:00～23:00（L.O.22 :00） 土日祝

カフェ・喫茶・甘味
3 G G CO.

B-6
京橋2-1-3 コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション1F 03-3516-
9555  7 :30～20:00（L.O.19 :30）／土10:00 ～ 18 :00（L.O.17 :30） 日祝

87 イマノフルーツ
ファクトリー      D-5

日本橋茅場町1-4-7  03-3666-0747　
 8 :00-20 :00／土10:00-15 :00 日祝

132 ミカド珈琲店
C-3

日本橋室町1-6-7  03-3241-0530
7 :00～19:00／土8:00～18:00／日祝10:00～18:00 無休

135 榮太樓喫茶室
雪月花　           C-4

日本橋1-2-5 榮太樓ビル1F  03-3273-6310  
10 :00～18:00（L.O.17 :00、） 日祝

136 花時計
C-4

日本橋1-7-12 北ビル B1F  03-3273-8221
11:00～16:00（L.O.15 :15） 土日祝

138 ロータス            C-5 日本橋3-7-9   03-3271-8655  7 :00～18:00／ 土7:00～17:00  日祝

141 初音 
E-4

日本橋人形町1-15-6  五番街ビル 1F  03-3666-3082
11:00～20:00（L.O.19 :30）／日祝11:00～18:00（L.O.17 :45） 無休 

142 喫茶去 快生軒 
E-4

日本橋人形町1-17-9   03-3661-3855
7 :00～19:00／土8:00～15:00  日祝

148 CAFE SALVADOR 
BUSINESS SALON  D-5

日本橋茅場町1-5-8東京証券会館1F
7:00～22:00／土日祝9:00～20:00   無休 

151 HARIO CAFE    C-3　日本橋室町1 -12 -15   2 F  03 -6262 -6528 11 :00～18 :00  無休

152 山本山 
ふじヱ茶房　   C-5

日本橋2 -5 -1 日本橋髙島屋三井ビルディング1 F   03 -3271 -3273
10 :30～20 :00（L.O.19 :00） 無休（元日除く）

ハンバーガー

145 ブラザーズ 
E-3

日本橋人形町2-28-5  03-3639-5201 
11 :00～22:00（L.O.21 :30）金土祝前日11:00～23:00（L.O.22 :30）／日

祝11:00～20:00（L.O.19 :30） 不定休

和菓子

1 文明堂
日本橋本店     C-3

日本橋室町1-13-7 PMOビル1F 販売03-3241-0002   カフェ03-3245-
0002 販売9:30～19:00／土日祝10:00～19:00    カフェ11:30～22:00／
日祝11:30～20:00 無休

2 とらや 
C-4

日本橋1 -2 -6 03 -3271 -8856 
9 :00～19 :00／土祝9 :00～18 :00 日・元日

3 ときわ木
D-4 日本橋1 -15 -4 03 -3271 -9180 9 :30～17 :30 土日祝

4 うさぎや
中央通り店           C-4 日本橋1 -3 -8 03 -3271 -9880 9 :30～18 :00 日祝

5 人形焼き  
重盛永信堂      E-4

日本橋人形町2 -1 -1 03 -3666 -5885 
9 :00～20:00／土祝9:00～18:00 日（大安と戌の日に重なる場合は月）

6 たいやき 柳屋
E-3 日本橋人形町2 -11 -3 03 -3666 -9901 12 :30～18 :00 日祝

7 壽堂
 E-4

日本橋人形町2 -1 -4 03 -3666 -4804
9 :00～18 :30／日祝9 :00～17 :00 無休

9 人形焼本舗
板倉屋              E-3

日本橋人形町2 -4 -2 03 -3667 -4818 
9 :00～（売り切れ次第終了） 不定休

10 三原堂本店
E-4

日本橋人形町1 -14 -10 03 -3666 -3333
9 :30～19 :30 ／土日祝9 :30～18 :00 無休（元日除く）

12 三廼舎
E-3

日本橋富沢町16 -3 03 -3661 -5891 
9 :00～17 :30／土9 :00～16 :00 日祝

14 水天宮つくし
E-4

日本橋人形町2 -1 -12 水天宮御門際つくしビル1 F  03 -3664 -7357
（販売）8 :00～20 :00／日祝8 :00～17 :00、（茶寮部）10 :30～18 :00／日

祝10 :30～16 :00 不定休(戌の日は営業)
洋菓子・パン
11 パティスリー  ISOZAKI

F-4
日本橋浜町3 -3 -1 トルナーレ日本橋浜町 1 F  03 -5643 -7910 

10 :00～20 :00 無休

16 タンネ 浜町本店
F-3

日本橋浜町2 -1 -5 03 -3667 -0426
 8 :00～19 :00／土 8 :45～18 :00 日祝

17 サンドウィッチパーラー
まつむら                E-4

日本橋人形町1 -14 -4 03 -3666 -3424
7 :00～18 :00／土7 :00～13 :00 日祝

27 オクシタニアル
E-4

日本橋蛎殻町1 -39 -7 03 -5645 -3334
10 :00～19 :00（L.0 . 18 :30） 無休（元日除く）

60 シュークリー
E-3

日本橋人形町1 -5 -5 セントハイム人形町源 1 F  03 -5651 -3123 
9 :30～19 :00  日（バレンタイン、クリスマスを除く）

和紙・和雑貨
18 書画用品・小物

有便堂              C-3 日本橋室町1 -6 -6  03 -3241 -6504 10 :00～18 :00 日祝

21 楊枝 
日本橋さるや   C-3

日本橋室町1 -12 -5  03 -5542 -1905
 10 :00～18 :00  日祝

22 和雑貨  
港屋絵草紙店      F-3

日本橋浜町2 -18 -5  03 -5640 -5978
10 :00～18 :00／土10 :00～15 :00  日祝

24 和紙、便箋、金封類
榛原                   C-4

日本橋2 -7 -1 東京日本橋タワー1 F  03 -3272 -3801   
月～金10 :00～18 :30／土日10 :00～17 :30  祝、年末年始

59 御朱印帳・町火消錦絵
京はし 満津金     B-6 京橋2 -6 -5  080 -3543 -2668 12：00～19：00  日月祝、年末年始

着物・和装小物
19 江戸小紋・ゆかた

竺仙                   D-3
日本橋小舟町2 -3 03 -5202 -0991 

9 :00～17 :00 土日祝（4～7月は土も営業）

61 ゆかた・手ぬぐい
三勝                   E-3 日本橋人形町3 -4 -7  03 -3661 -8859  10 :00～17 :30  土日

25 きもの・リサイクル 
下町おもしろ工芸館   E-4

日本橋人形町2 -2 -6  03 -3664 -3780
10 :00～19 :00  第2・4 木,（お盆・年末年始）

26 風呂敷専門店 
東京唐草屋      E-3

日本橋人形町3 -4 -6 宮井江戸ビル1 F  03 -3661 -3938 
11 :00～18 :00 日祝、年末年始、夏季休暇

28 江戸物染元
濱甼高虎           F-3

日本橋浜町2 -45 -6 高虎ビル  03 -3666 -5562
9 :00～18 :00／土9 :00～17 :00 日祝

52 扇子・団扇
伊場仙               D-3

日本橋小舟町4 -1 伊場仙ビル1 F 03 -3664 -9261
10 :00～18 :00／土10 :00～17 :00（8 /31まで） 日祝、年末年始

55 呉服販売、レンタル、着付け教室
円居                   F-3

日本橋浜町2 -5 -1 東洋浜町ビル3 F  03 -5623 -9030 11 :00～19 :00 
水　※「衣装らくや」が2019 年5月1日より「円居（まどい）」に店名変更

専門店【食品】
30 鰹節・乾物食品

八木長本店      C-4
日本橋室町1 -7 -2 03 -3241 -1211

10 :00～18 :30 無休（元日2日除く）

31 佃煮 
日本橋貝新       C-3 日本橋室町1 -13 -5 03 -3241 -2734 10 :00～18 :00 土日祝

32 はんぺん
神茂                   C-3

日本橋室町1 -11 -8 03 -3241 -3988
10 :00～18 :00／土10 :00～17 :00 日祝

33 佃煮
日本橋鮒佐      C-3

日本橋室町1 -12 -13 0120 -273 -123
10 :00～18 :00／祝11 :00～16 :00 日（12月を除く）、元日～4日

38 ROJI 日本橋
C-4

日本橋1 -1 -1 国分ビル1 F  03 -3276 -4162
11 :00～18 :30／土日祝11 :00～18 :00 不定休

39 折詰弁当
日本ばし弁松総本店 C-3

日本橋室町1 -10 -7 ※予約販売のみ 03 -3279 -2361
電話受付：月～金8 :30～16 :00／土日祝8 :30～13 :00  無休（年始除く）

40 粕漬け
魚久                   E-4

日本橋人形町1 -1 -20 03 -5695 -4121
9 :00～19 :00／土9 :00～18 :00 日祝、元日～3日

44 玉子焼き 焼き鳥
鳥忠                   E-3

日本橋人形町2 -10 -12 03 -3666 -0025 
9 :00～19 :00／土9 :00～18 :30 日祝

46 豆腐 
とうふの双葉    E-3

日本橋人形町2 -4 -9 03 -3666 -1028
7 :00～19 :00／日10 :00～18 :00 無休

10 富士の国やまなし館
 B-5

日本橋2-3-4 日本橋プラザビル1F  03-3241-3776 
11 :00～19:30 年末年始、ビル施設点検日

13 日 本 橋 ふくしま 館
MIDETTE          C-2

日本橋室町4-3-16 柳屋太洋ビル1F  03-6262-3977
10:30～20:00／土日祝11:00～18:00 12/31・1/1

14 三重テラス
C-3

日本橋室町2 -4 -1 浮世小路千疋屋ビル YUITO ANNEX1 F・2 F
 ショップ  03-5542-1033、レストラン03-5542-1030  ショップ10 :00～
20 :00、レストラン11 :00～23 :00（L.O.22 :00） 年末年始

15 にほんばし島根館
C-3

日本橋室町1-5-3 福島ビル1F  03-5201-3310
10:30～19:00 年末年始

17 わたす日本橋
C-4

日本橋1-5-8（1・２Fわたすダイニング＆バル  3Fわたすルーム） わたす
ダイニング＆バル03-3510-3185 11 :00～15:00(L.O.14 :30)、17：00～
23：00(L.O.22：00） 日祝、第2、4土、年末年始

19 奈良まほろば館
C-4

日本橋室町1-6-2 日本橋室町162ビル1F・2F  03-3516-3931
10:30～19:30  年末年始

20 おいでませ山口館
B-5

日本橋2-3-4 日本橋プラザビル1F  03-3231-1863
10:30～19:00  年末年始、ビル法定点検日

24 日本橋 長崎館
C-4

日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル1F  03-6262-5352
10:00～20:00 無休 ※ビル施設点検日等除く

25 日本橋とやま館
C-4

日本橋室町1-2-6 日本橋大栄ビル1F 03-6262-2723、ショップ 03-3516-3020、
レストラン 03-3516-3011 ショップ 10:30～19:30、和食レストラン 11:30～
14:30、17:00～22:30／日祝～21:00、バーラウンジ 11:00～21:00 年末年始

26 北海道フーディスト
八重洲店                      B-5

八重洲2-1 八重洲地下街2番通り  03-3275-0770  
10 :00～20:00  元日

28 中央区観光情報
センター          B-6

京橋2-2-1 京橋エドグラン1F・B1F  03-6262-6481
9 :00～21:00 年中無休 ※ビルの全館休館日等を除く

31 ここ滋賀
C-4

日本橋2-7-1  03-6281-9871  マーケット 10:00～20:00／地酒バー 
10:00～22:00（土日祝 ～21:00）／レストラン 11:30～14:30、17:00～22:00

（土日祝 11:30～21:00） 年末年始

32 FinGATE KAYABA
     D-5 日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル 1F

34 東京シティアイ
     A-5

千代田区丸の内2-7-2 KITTE  B1F   URL https://www.tokyocity-i.jp/
8:00～20:00 年中無休 ※ビルの全館休館日等を除く

57 海苔
日本橋海苔店     E-4

日本橋人形町2 -1 -7 リビオ日本橋人形町1 F 03 -5623 -1271
10 :00～19 :00 日

専門店【物販】
23 お香

香老舗 松栄堂     E-4 日本橋人形町2 -12 -2 03 -3664 -2307 9 :00～18 :00 日祝

34 漆器
黒江屋              C-4

日本橋1 -2 -6 黒江屋国分ビル2 F  03 -3272 -0948 
9 :00～18 :00 土日祝

35 丸善 日本橋店
C-5 日本橋2 -3 -10 03 -6214 -2001 9 :30～20 :30 無休（年始除く）

36 寝具・インテリア
西川                   C-4 日本橋1 -5 -3 0120 -543 -443 10 :30～18 :30

41 竹・籐・杞柳・木製品  
戸田屋商店      E-3

日本橋人形町2 -11 -4 03 -3666 -5940
10 :00～19 :00／土12 :00～18 :00 日祝

42 岩井つづら店 
E-3

日本橋人形町2 -10 -1 03 -3668 -6058 
9 :00～17 :00 日祝

 佃煮・オーガニック食品
遠忠商店 本店    E-4

日本橋蛎殻町1 -30 -10 宮島ビル1 F  03 -6661 -6021 
11 :00～19 :00 日祝

49 生花
花藤                   B-2

日本橋本石町4 -5 -9 03 -3241 -0087
9 :00～19 :00／土9 :00～17 :00 日

50 表具・経師
経新堂 稲崎     F-3

日本橋浜町2 -48 -7 03 -3666 -6494 
9 :00～18 :00 土日祝

51 江戸の香文化
日本橋千歳      C-4

日本橋室町1 -6 -13 03 -3241 -1014 
10 :00～13 :00、14 :00～17 :00 土日祝

53 刃物
うぶけや            E-3

日本橋人形町3 -9 -2 03 -3661 -4851
9 :00～18 :00／土9 :00～17：00 日祝

58 江戸箒
白木屋傳兵衛     B-6

京橋3 -9 -8  白伝ビル 1 F 03 -3563 -1771
10 :00～19 :00 日

48

蕎麦
1 利久庵 

C-3
日本橋室町1-12-16 03-3241-4006 月～金11:00～15:00（L.O.14 :45）、
17:00～21:00（L.O.20 :30）／土11:00～16:30（L.O.16 :00） 日祝

２ 室町 砂場 
B-2

日本橋室町4-1-13 03-3241-4038 11 :30～21:00（L.O.20 :30）／土
11:30～16:00（L.O.15 :30） 日祝、第3土

３ 御清水庵 清恵
C-4

日本橋室町1-8-2 日本橋末広ビル1F 03-3231-1588
月～金、日11:00～14:30、月～金17:00～22:00（L.O.21 :00） 土祝

４ 日本ばし 吉田
C-3

日本橋室町1-5-1 03-3241-3629
11:00～19:30 月（祭日は営業）

５ 日本ばし やぶ久
C-4 

日本橋2-1-19 03-3271-0829 月～金11:00～16:00（L.O.15 :20）、17:00～23:00
（L.O.22 :30）／土11:00～16:00（L.O.15 :30）、17:00～21:30（L.O.21 :00） 日祝

７ 浜町薮そば
F-3

日本橋浜町2-5-3 03-3666-6522 11:30～19:30（L.O.19 :00）
／祝11:30～18:00（L.O.17 :30） 日、第4土

９ 碇そば 金碇庵
E-4

日本橋蛎殻町1-39-11 03-3666-4524
17:00～23:00（L.O.22 :00） 土日祝

10 かやば町 長寿庵 
D-5

日本橋茅場町1-9-4 03-3666-1971 11:00～15:00、17:00～21:30／
土 11:00～15:00、17:00～20:00 日祝

146 薮伊豆総本店
C-5

日本橋3-15-7 03-3242-1240 月～金 11:00～15:00（L.O.）、17:00～
21:00 （L.O.）／土祝11:30～15:00（L.O.）、17:00～20:00（L.O.19 :30） 日

寿司
11 繁乃鮨

C-3
日本橋本町1-4-13高根屋ビル 03-3241-3586

11:00～13:30、17:00～21:00 土日祝

12 蛇の市本店
C-3

日本橋室町1-6-7 03-3241-3566
 11 :00～14:00、17:00～22:00 土日祝

13 寿司貞
C-4

日本橋室町1-8-4 03-3241-6000
11:10～14:00、17:00～22:00 （L.O. 21 :30） 日

14 矢の根寿司
C-3

日本橋室町3-3-9 日本橋ITビル１F 03-3241-4679 
月～金11:30～14:30（L.O. 14 :00）、17:00～22:30（L.O. 22 :00）

／土11:30～14:30（L.O. 14 :00）、17:00～21:30（L.O. 21 :00） 日祝

15 吉野鮨本店
C-5

日本橋3-8-11 03-3274-3001
11:00～14:00、16:30～21:30（L.O.）／土11:00～14:00（L.O.） 日祝

18 六兵衛 
E-4

日本橋人形町2-13-10 03-3666-7543
11:30～14:00、17:00～21:30 日祝

19 寿司芳
E-3

日本橋人形町2-18-3 03-3668-6981
18:00（不定期）～24:00 月※最終月曜日は営業

20 日本橋 舟寿し
D-3

日本橋小舟町11-2深澤ビル内 03-3661-4569 11 :30～14:30、16:30
～22:00／土夜16:30～20:00（10名様以上・要前日予約） 日祝、第4土

21 都寿司
E-4

日本橋蛎殻町1-6-5 03-3666-3851 
月～金11:00～14:00、16:30～22:00／土11:00～14:00 日祝、第2土

天ぷら
22 てん茂 

C-2
日本橋本町4-1-3 03-3241-7035 12 :00～14:00、17:00～20:00
／土12:00～14:00、17:00～19:00（要前日予約） 日祝、8月の土曜

23 天松 日本橋店
C-4

日本橋室町1-8-2 03-3241-5840 11:00～14:00、17:00～21:00（L.O.）
／土日祝11:00～14:30、17:00～21:00（L.O.） 月、年末年始

26 天扶良 だぼ鯊
B-5

日本橋3-3-14 03-3271-7533 
11 :00～13:30、17:00～21:30／土は予約営業のみ 日祝

27 八ッ花
C-3

日本橋本町2-2-5 日本橋本町二丁目ビル1F 03-3271-9354 11 :30～14:00、
17:30～20:00（L.O.）／土11:30～14:00、17:30～19:00（L.O.） 日祝

29 つじ村
F-5

日本橋箱崎町27-5 ニューシティハイツ日本橋1F 03-3666-3419
11:30～13:30、17:30～20:30／土11:30～13:30 日祝、年末年始

30 天音
E-4

日本橋蛎殻町1-13-2 03-3666-0639 11 :20～13:30、17:30～21:00
（L.O.20 :00）／土11:20～13:30、夜は予約のみ 日祝

31 みかわ
D-5

日本橋茅場町3-4-7 03-3664-9843 11 :30～13:30、17:00～21:30／
日祝12:00～13:30、17:00～21:00 水

うなぎ
32 大江戸 

C-2
日本橋本町4-7-10 03-3241-3838 

11 :00～22:00、土11:00～21:00 日祝  

33 日本橋 いづもや 
本店                    B-3

日本橋本石町3-3-4 03-3241-2476  11 :00～14:00、17:00～22:00（L.O. 
21:00）／土11:00～15:00、16:00～21:00（L.O. 20:00） 日祝（土用の丑の日は営業） 

34 伊勢定
C-3

日本橋室町1-5-17 03-3241-0039 11 :00～14:30（L.O. 14 :00）、16:30
～21:30（L.O. 21 :00)／土祝11:00～19:30（L.O. 19 :00） 日

35 亀とみ
B-2

日本橋室町4-1-13 03-3241-6505
11:00～14:00、17:00～21:00（L.O. 20 :30） 土日祝

36 日本橋 宮川
C-4

日本橋室町1-9-12共同ビルB1F 03-3241-0736
11:00～15:00、17:00～21:00（L.O.20 :30）／土祝11:00～15:00 日

37 美國屋
C-5

日本橋2 -5 -1 日本橋髙島屋三井ビルディング1 F  03-3271-3928 
11 :00～16:00（売り切れ次第終了） 日

38 高嶋家
D-3

日本橋小舟町11-5 03-3661-5909 月～金11:30～14:00（L.O. 13 :45）、
17:00～22:00（L.O. 21 :00)／土11:30～14:00（L.O. 13 :45） 日祝

39 喜代川 
D-4

日本橋小網町10-5 03-3666-3197
11:00～14:00、17:00～20:00（L.O.） 日祝  

すき焼き・しゃぶしゃぶ・鍋料理
40 伊勢重

D-2
日本橋小伝馬町14-9 03-3663-7841 

11 :00～22:00（L.O. 21 :30） 日祝

41 佐々木
C-2

日本橋本町4-2-3佐々木ビル2F 03-3241-5296
11:30～14:00、17:30～22:00（L.O.21 :00） 土日祝

42 よつ谷
C-2

日本橋本町4-8-14東京建物第三室町ビルB1F 03-3243-0661
11:30～14:00、17:00～22:00 土日祝

43 日山 
E-3

日本橋人形町2-5-1 日山ビル2F 03-3666-2901
11:30～15:00（L.O.14 :00）、17:30～21:30（L.O.20 :00） 日祝

44 人形町今半 本店
E-3

日本橋人形町2-9-12 03-3666-7006
11:00～15:00、17:00～22:00 無休（元日除く）

鳥料理
46 むろまち鳥や 

C-3
日本橋室町1-5-13ツカコシビル1F 03-3241-5288

11:00～13:30、17:00～22:00（L.O.21 :30） 土日祝

47 玉ひで
E-4

日本橋人形町1-17-10 03-3668-7651 11 :30～13:30、17:30～22:00
（L.O.21 :00)／土日祝11:30～13:30 月（変更する場合あり）

48 鳥徳
D-5

日本橋茅場町2-5-6 03-3661-0962／03-3666-4692
11:00～13:30、17:00～22:00（L.O.21 :15） 土日祝

71 江戸路
E-3

日本橋人形町1-19-2 03-3668-0018 11 :20～13:30、17:00～23:30／
土日祝11:20～13:30、17:00～22:00 年末年始・GW・お盆

割烹・日本料理

1 源氏香
F-4

日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテル５F 03-5641-3600(9 :00～
20：00) 11 :30～14:30（土日祝～15:00）、17:30～21:30（土 ～22:00）
 無休　※ラストオーダーは30分前

51
京の馳走
はんなりや

C-3

日本橋室町1-11-15 日本橋UNOビル2F 03-3245-1233
11:30～14:00（L.O.13 :30）、17:30～22:00（L.O.21 :30）／土17:30～

21:30（L.O.21 :00） 日祝（土曜不定休）

53 割烹日本橋とよだ 
C-3

日本橋室町1-12-3 03-3241-1025 
11 :30～14:30、17:00～22:00（L.O.21 :00） 日祝 ※12/26より休業

54 もろみ家 
C-2

日本橋室町4-3-14日本橋北村ビル6F 03-3272-6638
11:30～13:00（L.O.）、17:00～21:30（L.O.） 土日祝

55 日本橋 うしやま 
B-4

日本橋2-2-20日本橋仲通りビルB1F 03-3275-9475
11:30～14:00（L.O.13 :30）、17:30～22:30（L.O.21 :00） 日祝

56 日本ばし 畔居 
本店                    C-4

日本橋1-2-10東洋ビルB1F 03-3271-2000 11 :30～14:30、17:00～
22:00（L.O.21 :00）／土祝11:30～20:00 日、第3土

57 いけ増 日本橋店
C-4

日本橋2-2-6 03-3271-5685 11:00～14:00、16:30～23:00（L.O.22:00）
／土11:00～22:00（L.O.21 :00） 日祝

58 山田屋 
B-5

日本橋3-1-15 03-3271-2031
11:30～13:30／17:00～21:30（L.O.） 日祝

59 日本橋 ゆかり 
B-5

日本橋3-2-14 03-3271-3436
11:30～14:00（L.O.13 :30）、17:00～22:00（L.O.21 :30） 日祝 

62 魚十
E-2

日本橋大伝馬町12-8 03-3661-2380
11:30～14:00、17:30～21:00（L.O.20 :30） 土日祝

65 ぽん太
F-4

日本橋蛎殻町2-2-4 03-5643-0141 11 :30～14:00、17:30～23:00
（L.O.22 :00）／土祝11:30～14:00、17:30～22:00（L.O.21 :00） 日

1 日本橋三井タワー
                                   C-3

日本橋室町2 -1 -1
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/mitsuitower/

※ 1 /1 は全館休業。年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

STEAK THE FIRST 日本橋【ステーキ／ハンバーグ】B1 F　
03 -6214 -3265  11：00～22：30／日祝11：00～20：30（L.O.）

鶏とちょこっと料理 ほっこりや 【鶏料理】B1 F
03 -3231 -1718 11：00～22：30／日祝11：00～20：30（L.O.）

2 コレド室町1
                                             C-3

日本橋室町2 -2 -1
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/ 

※ 1 /1 は全館休業。年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

船橋屋【和菓子】1 F  03 -5542 -1095 物販10：00～21：00　喫茶11：00～19：00（L.O.）

四川飯店 日本橋～Chen Kenichi’s China～【中国四川料理】2 F
03 -6225 -2233 11：00～15：00（L.O）、17：00～22：00（L.O.）／土日祝11：00～22：00（L.O.）

日本橋 かに福【和食 かに料理】3F  03-6265-1577 11：00～14：30（L.O.）、17：00～22：00（L.O.）

3 コレド室町２
                                  C-3

日本橋室町2 -3 -1
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/  

※1 /1 は休業（TOHOシネマズのみ営業）
　年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

日本橋 芋屋金次郎【芋菓子】1 F　 03 -3277 -6027  10：00～21：00

日本橋だし場 はなれ【和ダイニング】1 F　
03 -5205 -8704  11 :00～21 :00（L.O.）※ドリンク21 :30（L.O.）

博多もつ鍋 やまや【もつ鍋・明太子料理】2 F 
03 -5202 -8080   11：00～14：00／17：00～22：00（L.O.）

4 コレド室町3
                                  C-3

日本橋室町1 -5 -5
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/ 

※ 1 /1 は全館休業。年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

茅乃舎【和グローサリー】1 F  03 -6262 -3170　 10：00～21：00

鶴屋吉信【京茶房（和カフェ）】1F  03-3243-0551  10：30～19：30（L.O.） 食物販10：00～21：00

無印良品【ライフスタイルストア】4 F　 03 -3510 -7883　 10：00～21：00

5 福徳の森
                                  C-3

日本橋室町2 -5 -10
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/fukutoku/

※ 1 /1 は全館休業。年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

水戯庵【日本料理・劇場】B1 F　
03 -3527 -9378 11 :00 ～ 23 :30※ 曜日により営業時間が異なることがございます。詳しくはお問い合わせください。

サロンドロワイヤル水戯庵 日本橋 【カフェ＆チョコレートショップ】1 F　
03 -5202 -8066  11：00～21：00

6 コレド室町テラス
                                  C-3

日本橋室町3 -2 -1
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/ 

※ 1 /1 は全館休業。年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

Hakone Bakery Dining&Bar 【ベーカリー・洋食】B1 F  03 -6910 -3262 8：00～22：00 (L.O.)

東京焼肉 一頭や【焼肉】1 F  
03 -6225 -2970  11：00～15：30、17：00～23：00／土日祝11：00～23：00

TABLES steam hot pot 【蒸し鍋・薩摩揚げ】1 F　
03 -6910 -3550  11：00～15：00、17：00～23：00

7 YUITO
                                             C-3

日本橋室町2 -4 -3
03 -3277 -8200   URL http://www.yuito-nihonbashi.com/

※ 1 /1・1 /12 は全館休業。その他、年末年始の営業時間は、各店にお問い合わせください。

麹と酒 一献三菜【酒と麹料理】B1 F  03 -6262 -6513   
月～土 11 :00～14 :30（L.O.14 :00 )、ディナー 17 :00～23 :00（L.O.22 :00） 日祝

離島キッチン日本橋店【飲食型アンテナショップ】B1 F   03 -6225 -2095  
ランチ11 :00～14 :30 (L.O.14 :00 )、ティー14 :30～18 :00、ディナー18 :00～22 :00 (L.O.21 :30 )

ILLUMS日本橋【北欧インテリア・ライフスタイルグッズ】2 F   03 -3548 -8881  11 :00～20 :00

ボーコンセプト 日本橋【デンマークインテリア・インテリア雑貨】2 F
03 -5204 -2330   11 :00～20 :00

BRASSERIE D & SWEETROOM【カジュアルフレンチ・デザートラウンジ】3 F  
03 -3243 -0115   ランチ月～金11 :00～15 :00、ディナー月～木17 :30～22 :00／金・祝前日17 :30～

23 :00、土11：30～23：00、日・祝11：30～22：00

桃花林 日本橋室町賓館【中国料理】3 F   03 -3231 -2883  月～金11 :00～15 :00 (L.O.14 :30 ) 
／土日祝11 :30～15 :30 (L.O.15 :00 ) 、ディナー17 :30～22 :00 (L.O.21 :00 )
祢保希 日本橋店【土佐料理】3 F   03 -3275 -9640  月～金11 :30～15 :00 (L.O.14 :30 ) 、ディナ
ー17 :00～22 :30 (L.O.21 :30 ) ／土日祝11 :30～21 :30 (L.O.20 :30 )

8 日本橋三越 本店 
                                              C-3

日本橋室町1 -4 -1  03 -3241 -3311 URL www.mitsukoshi.co.jp/store
10 :00～19 :00（本館・新館1 階、地下階 10 :00～19 :30／新館9・10 階レストラン 11 :00～22 :00）
※12 /31 は10 :00～17：00（地下階10：00～18：00）。新年1 /1 は店舗休業日。
　1 /2 は18 :00まで営業。1 /3 は10：00～19：00。

特別食堂 日本橋 【レストラン・喫茶】本館7 F
03 -3274 -8495　 11 :00～19 :00（お食事L.O.18 :00 ,喫茶L.O.18 :30）

なだ万 【日本料理】新館10 F   03 -6214 -2701   11 :00～22 :00（L.O.20 :30）

代官山ASOチェレステ 【イタリア料理】新館10 F
03 -3243 -1820   11 :00～17 :00（L.O.16 :00）、17 :30～22 :00（L.O.20 :30）

日本橋 紫苑【中国料理】新館10 F
03 -5205 -8268   11 :00～16 :00（L.O.15 :30）、17 :00～22 :00／土日祝 11 :00～22 :00（L.O.20 :30）

グリル満天星 麻布十番 【洋食】新館9 F 03 -3275 -2800  11 :00～22 :00（L.O.21 :00）

イータリー 【イタリア料理】新館B1 F  03 -3527 -9660   11 :00～22 :00 (L.O.21 :00 )

宮越屋珈琲 【喫茶】新館4 F   03 -3231 -5589   10 :00～19 :00（L.O.18 :30）

9 コレド日本橋
                                              C-4

日本橋1 -4 -1
URL https://mitsui-shopping-park.com/urban/nihonbashi/

※ 1 /1 は全館休業。年末年始の営業時間など、詳しくはホームページをご覧ください。

トモズ 【ドラッグストア】1 F
03 -6225 -2861   8 :00～21 :00／土日祝10 :00～20 :00／処方箋受付 平日のみ10 :00～19 :00

ノーリーズ【レディスファッション】1 F　 03 -3516 -0151 11 :00～21 :00／土日祝11 :00～20 :00

バナナ・リパブリック【レディス・メンズファッション】2F 
03-6202-1841  11:00～21:00／土日祝11:00～20:00　

きもの工房まつや【呉服・和装小物・和雑貨】3 F
03 -3516 -1660   11 :00～21 :00／土日祝11 :00 ~20 :00

ウェルカム カフェ【カフェ】3 F
03 -3242 -2067   11 :00～21 :00（L.O.20 :30）／土日祝11 :00～20 :00（L.O.19 :30）

ジュリークショップ【コスメ・トリートメントサロン】3 F  
03 -3241 -1019   11 :00～21 :00／土日祝11 :00～20 :00 

コスメキッチン【コスメ・生活雑貨】3 F  03 -5203 -2210   11 :00～21 :00／土日祝11 :00～20 :00  

とんかつと豚肉料理  平田牧場【豚肉料理】4F　 03-6214-3129   11:00～15:00（L.O.14:30）、
17 :00～23 :00（L.O.22 :00）／土日祝11 :00～15 :00（L.O.14 :30）、17 :00～22 :00（L.O.21 :00）
タイレストラン 沌【タイ料理】4 F　 03 -6225 -2891  11 :00～16 :00（L.O.15 :30）、16 :00～
23 :00（L.O.22 :00）／土日祝11 :00～16 :00（L.O.15 :00）、16 :00～22 :00（L.O.21 :00）
ピッツェリア ダ チーボ【ピッツェリア・イタリアン】4 F　 03 -3272 -6855   11 :00～15 :30

（L.O.14:40）、17:30～23:00（L.O.22:00）／土日祝11:00～15:30（L.O.14:40）、17:30～22:00（L.O.21:00）
寿司・海鮮料理 日本橋まぐろ人【寿司・和食】4 F　 03 -3548 -8690   11 :00～15 :00

（L.O.14:30）、17:00～23:00（L.O.22:00）／土日祝11:00～15:00（L.O.14:30）、17:00～22:00（L.O.21:00）
盤古殿【中華料理】4 F　 03 -6281 -9991　

11 :00～15 :00 (L.O.14 :30 )、17 :00～23 :00 (L.O.22 :00 )／土日祝11 :00～22 :00 (L.O.21 :00 )
松江の味 日本橋皆美【和食】4 F　 03 -3274 -0373 11 :00～15 :30（L.O.14 :30）、17 :00～
23 :00（L.O.21 :30）／土日祝11 :00～15 :30（L.O.14 :30）、17 :00～22 :00（L.O.20 :30）

10 日本橋髙島屋Ｓ.Ｃ.
                                      C-5

【本館】日本橋2 -4 -1【新館】  日本橋2 -5 -1  03 -3211 -4111 
URL https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/

【本館・タカシマヤ ウオッチメゾン】10 :30～19 :30      【新館】  10 :30～20：00
※ カフェ・レストランほか、一部営業時間の異なる売場・店舗・期間がございます。
　 詳しくはホームページをご覧ください。

人形町今半 【すき焼・しゃぶしゃぶ・ステーキ】新館６Ｆ　 11 :00～20 :30 (L.O.)　

中国名菜 銀座アスター 草 日本橋【中華】新館６Ｆ　 11 :00～20 :30 (L.O.)

スターバックス コーヒー【カフェ】新館５Ｆ 　 7 :30～22 :00

特別食堂（帝国ホテル、大和屋 三玄、五代目 野田岩）【レストラン】
本館８Ｆ　 11 :00～21 :00（L.O.）※五代目 野田岩は20 :30 (L.O.)

鼎泰豐（ディンタイフォン） 【台北点心】本館B2 Ｆ　 11 :00～20 :30 (L.O.) 

千疋屋フルーツパーラー【フルーツパーラー】本館４Ｆ　 10 :30～19 :00 (L.O.)　 

11 東京シティエアターミナル　日本橋箱崎町42 -1 03 -3665 -7111
　　                                             F-4　 URL http://www.tcat-hakozaki.co.jp/

ケユカ デリ【洋食】1 F   03 -5643 -7833   11 :00～16 :00（L.O.） 土日祝

ピッツェリア イル ヴィアージョ【イタリア料理】1 F   03 -5643 -7837  11 :00～L.O.21 :00 日祝

ケユカ 箱崎エアターミナル店【家具、雑貨】1 F
03 -5643 -7831   11 :30～19 :30／土日祝11 :00～19 :00  無休

そば處 砂場【蕎麦】2 F   03 -3665 -7278   11 :00～22 :00（L.O.） 無休

すし三崎丸【寿司】2 F   03 -3665 -7279   11 :00～22 :00（L.O.）／土日祝11 :00～21 :00（L.O.） 
無休

龍鳳【中国料理】2 F   03 -3665 -7162
11 :30～14 :00、17 :00～20 :30（L.O.）／土日祝～20 :00（L.O.） 無休

カフェ・ド・クリエ T-CAT店【カフェ】2 F
03 -5642 -3317   7 :00～20 :00／土日祝7 :00～19 :00   無休

12 八重洲地下街
                                     B-5

八重洲2 -1  03 -3278 -1157  URL http://www.yaechika.com/
※ 1 /1 は全館休業。12 /31・1 /2 は18：00までの短縮営業。

えびそば一幻【ラーメン】外堀地下２番通り
03 -3548 -8833   11 :00～22 :00

いきなり！ステーキ【ステーキ】外堀地下２番通り
03 -5542 -1929   11 :00～23 :00 (L.O.22 :30 )

バビーズ ヤエチカ【アメリカン・カフェレストラン】八重洲地下1 番通り
03 -6225 -2016   7 :30～22 :30（L.O.21 :30）／土日祝9 :00～22 :00（L.O.21 :00）

カルディコーヒーファーム【コーヒー豆・輸入食品】外堀地下2 番通り
03 -3548 -1766   10 :00～20 :00

Ｈ・Ｉ・Ｓ【旅行代理店】八重洲地下１番通り
03 -3272 -5701   10 :00～20 :00（最終受付19 :30）

ドゥクラッセ【メンズ・レディス】外堀地下2 番通り
03 -6262 -3334   10 :00～20 :00

ロクシタン【ライフスタイルコスメテッィク】外堀地下2 番通り
03 -6225 -2312   10 :00～20 :00

　お 食 事

　お 買 物

　商 業 施 設

NPO法人 東京中央ネット事務局
Tel:03 -5859 -5188【平日10 時～17 時】  FAX:03 -5859 -5182  E-mail: info@tokyochuo.net

東京商工会議所中央支部／日本橋倶楽部／日本橋地域ルネッサンス100 年計画委員会／
日本橋法人会／名橋「日本橋」保存会協 力

www.tokyochuo.net @tokyochuonet
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