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さぁ、日本橋のランチを楽しみましょう！
さ
ぁ、日本橋のランチを楽しみましょう！

定休日横の 〜 は、お店の所在です。本誌センターマップとご照合ください。
D-11

りません）
。

◆マークは土・日・祝いずれかに営業日があるお店です。（全日営業とは限

●マークはお店からの一言ＰＲ。

記載の時間はランチタイム、曜日は定休日です。

A-1
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★ そば／すし

〈そば〉
そば

そば

薮伊豆総本店

薮伊豆総本店 じゅげむ定食

茅場町

じゅげむ定食……1080円
薮伊豆の食育メニューです。
多彩な食材を使用して、脂質
を控えめにした定食。そばの
ルチンには毛細血管を強化す
る働きがあります。
薮伊豆で「じゅげむじゅげむ」
は健康長寿の687キロカロリ
ー。
日本橋3-15-7 月〜金・11時〜15時
土・11時30分〜15時 祝・ランチなし
日休 MAP〈C-9〉

変り御飯セット（900円）、ロース
カツ定食（1300円）、お刺身定食
（1500円）、天ぷら定食（2000
円）、長寿御膳（2500円）、全品そ
ばかうどん付。そうめんは天ぷら
付（1600円）、胡麻汁付（1050
円）。冷しおかめ、和風サラダそば
のすずしろ（共に1050円）も夏
の味覚として好評。

長寿庵 変り御飯セット

3242・1240

繁乃鮨

本町1-4-13
11時〜 13時30分
土日祝休 MAP〈B-6〉

3241・3586
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ばらちらし

繁乃鮨 特製ちらし

ちらし

すし一人前半 1700円
上すし一人前 2200円
特製ちらし 1700円
おまかせにぎり 3300円

茅場町1-9-4 茅場町駅5・6番出口前
11時〜15時 日祝休 ※土曜は
20時まで通しで営業。MAP〈A-3〉

3666・1971
にぎり

すし

長寿庵

そば

室町 砂場
蝉しぐれ。簾・流水・本山葵。暑い夏
でも天ぷらそばを食べ易くと考案し
た“ 天 ざ る ”（1600円 ）。も ず く
（450円）やごま豆腐（500円）を肴
にちょこっと喉を潤して。おそばの
喉越しに涼を感じて頂けたら幸いで
す。食が落ち、疲れ易いこの時期に、
冷たいお汁粉（650円）は如何でし
ょう。期間限定メニューもご用意。
室町4-1-13 11時30分〜 16時
（平日は21時まで通しで営業）
日祝休 MAP〈B-4〉

3241・4038
〈すし〉

すし

すし

すし鉄

ほうらい鮨本店

にぎり、ちらし、ばらちらし
各800円

にぎりのランチメニューが三種
類です。
・2160円（小鉢、にぎり12貫、
お椀）
・4104円（小鉢、三点盛、に
ぎり8貫、巻物 1 本、お椀、果物）
・6048円（小鉢、お刺身、焼
き 物、 に ぎ り8貫、 巻 物1本、
お椀、果物）

日本橋3-3-12

11時30分〜14時30分
無休 MAP〈C-9〉

3275・0717

日本橋3-6-13
11時30分〜14時
土日祝休 MAP
〈C-9〉

3271・0878

すし／うなぎ

日本橋ランチ情報

発信中

http://www.nihombashi.co.jp
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すし

すし

吉野鮨本店

日本橋 舟寿し

にぎりずし、五目ちらしずし
（共に一人前2160円より）

にぎり寿しやちらし寿しに、「お通
し」・「茶碗蒸し」・「お椀」・「デザー
ト」等を組み合わせたお得なセッ
ト メ ニ ュ ー は、1人 前2270円 〜
4320円。また、にぎり寿しと季
節料理を組み合わせた「季節御膳」
（1人前3780円）や「ランチコース」
（1人前4860円）もお薦めです。
出前：にぎり・ちらし寿し1300円〜。

舟寿し

吉野鮨本店 ちらしずし

日本橋3-8-11
11時〜14時 日祝休
土14時まで MAP〈C-9〉

小舟町11-2
11時30分〜14時30分 日祝第4土休
（土曜の夜は要前日予約）MAP〈A-2〉

3661・4569

3274・3001
〈うなぎ〉
うなぎ

うなぎ・割烹

大江戸

すし

亀とみ

蒲焼2本のいかだ（きも吸付／
3800円）は、土曜のみの奉
仕メニュー。平日は、うな重
（2200円）から。※税別

矢の根寿司

ランチ限定 １日15食
うな丼 1500円
（漬け物・吸い物付）

●蒸しのきいた江戸前の蒲焼
です。

矢の根寿司 ばらちらし
本町4-7-10
11時〜（ランチタイム特に無し）
日祝休 MAP〈B-4〉

3241・3838

亀とみ

室町4-1-13
11時〜14時
土日祝休 MAP〈B-4〉

3241・6505

★

ばらちらし
店主の私が自分の店で一番多く食べ
るのがこの「ばらちらし」。寿司屋な
らどこにでもあるメニューですが、
その店の個性がはっきり出てくる一
品でもあります。うちの味の狙いは
「バランス崩しの妙」に尽きます。お
試しあれ！ 店主敬白
ランチタイムは午後5時まで。1800円也
室町3-2-13
11時〜17時
土日祝休 MAP〈B-5〉

3241・4679
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★ うなぎ／てんぷら
日本橋いづもや 三越店

日本橋いづもや 本店

うなぎ

うなぎ蒲焼 割烹

うな丼〈笹〉1728円
うな重〈竹〉2592円〜。
さらにうな重〈竹〉を２枚使
った一日限定10食の大串蒲
焼２枚付鰻重（肝吸い、お新
香付、3024円）はかなりお
得!!

大人気の限定10食の大串蒲
焼２枚付鰻重3024円（肝吸・
お新香付）は超お得、おいし
いうな重各種お召し上がり下
さい。
出前：うな重2592円〜。

鰻重箱〈竹〉2400円、〈梅〉
3400円、〈菊〉4400円。
肝吸400円、赤だし300円。
〈菊〉は共水うなぎ（ブラン
ド鰻）を使用。
重箱定食（菊重箱、お椀、お
新香、水菓子）5100円。
出前：定食・コースを除き承
っております。

うなぎ

室町1-4-1 三越本館B1
10時〜 15時 三越の休みに
準ずる MAP〈B-6〉

日本橋いづもや本店

3274・8000（内線 2919）

本石町3-3-4
11時〜14時
日祝休 MAP〈B-5〉

高嶋家

高嶋家〈梅〉重箱

小舟町11-5
11時30分〜14時
日祝休（土は昼のみ営業） MAP〈A-2〉

3241・2476

3661・4709

うなぎ

鰻蒲焼・日本料理

創業140年、昭和2年築の日本家
屋でいただく絶品のうなぎ。今年
秋から改修に入るので現存の建物
は見納めです。うな重は菊3240
円、松3780円、竹4320円。昔な
がらの少人数で対応しているため
予約が望ましいです。開店すぐ又
は13時過ぎがおすすめ。詳細は
WEBへ。若女将日記もあり。

昨年登録商標された『うめし』。伊勢定
オリジナル鰻せいろ蒸しに薬味とだ
し汁を添えてご提供。1杯目はせいろ
蒸しをそのままで。2杯目は薬味をた
っぷりのせて。3杯目は薬味を合わせ、
だし汁を掛けて。暑い夏に熱々のうめ
し！ 活力がつく食べごたえ十分な
うめしを是非お楽しみください。
一段 3240円、二段 4860円。

〈てんぷら〉
てんぷら

だぼ鯊
松
竹
梅

歖代川

1290円
1730円
2160円

歖代川
日本橋 3-3-14
11時〜13時30分
日休 MAP〈C-9〉

3271・7533
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小網町10-5
11時〜14時
日祝休 MAP〈A-3〉

3666・3197

伊勢定本店

伊勢定 うめし

室町1-5-17
11時〜14時15分
年末年始・盆休 MAP〈B-6〉

3241・0039

てんぷら／割烹・日本料理
〈割烹・日本料理〉
割烹

てんぷら

てんぷら

日本橋とよだ

すず航

てん茂

ランチはカロリーバランスの
良い彩御膳3780円やとよだ
弁当2160円が人気。尚、前
日までに予約すれば、会席コ
ースや旬のはも料理も楽しむ
ことができます。

新鮮な素材に、油は常に新しい
ものを使用し、カウンター席で
揚げたてが召し上がれます。
ゆりコース 1420円
すみれコース 2130円
さくらコース 3560円
ふじコース 5940円
かき揚げ丼 1420円
天重 3160円

天麩羅御飯6480円〜
昼の御食事にはデザートをお
付けいたしております。
夏季限定の『アワビ』が好評で
す。

日本橋とよだ 彩御膳
室町1-12-3
11時30分〜14時30分 日祝休 ※ 土
曜日は昼夜共に営業中 MAP〈B-6〉

3241・1025
割烹

本町4-1-3
12時〜14時
日祝休（8月土休） MAP〈B-4〉

茅場町2-1-14
11時〜13時30分
土日祝休 MAP〈A-3〉

3666・3336

てん茂

日本料理

3241・7035
割烹

松楽

八重洲とよだ

嶋村

刺 身 定 食2900円、 ヒ レ カ ツ 定 食
2600円、銀だら照り焼き定食2500
円、きんき塩焼定食4800円〜、きん
き煮付定食4900円〜、コース定食（刺
身、焼物、天婦羅）5400円〜、他旬
の魚もございます。定食は果物付。静
かな御座敷の個室でご商談、ご会合に
ご利用ください。お昼はサービス料、
個室料無料です。

大正2年創業。今年で101年！
お刺身、煮魚、焼魚、豚生姜焼
とフライ定食など、バラエティ
に富んだ数々の定食が喜ばれて
おります。定食は1620円より。
御予約は3780円のコースより
ご利用いただけます。まずは八
重洲とよだのお昼をお楽しみく
ださい。

ボリューム満点の鳥ひとくち揚重
（1000円）、錦糸卵に鮭とイクラ、ヒジ
キとの相性もバツグンな錦（にしき）丼
（1100円）。嶋村弁当（幕の内風会席弁
当2800円）は、出前もOKです。丼から
はみだす大海老の天丼（1200円）。
●お手軽昼会席は4200円より。大
切なお客様との昼食にぴったり。静
かなお座敷を、個室でどうぞ。

室町1-11-2
11時30分〜13時20分 L.O.
土日祝休 MAP〈B-6〉

3241・3573

八重洲とよだ 檜物町定食

八重洲1-6-15 11時〜14時 土曜
11時30分〜14時（13時30分L.O.）
日祝第2・4土休 MAP〈C-9〉

3271・9235

★

嶋村

八重洲1-8-6
11時30分〜14時
日祝休 MAP〈C-9〉

3271・9963
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★ 割烹・日本料理
割烹

日本料理

や満登

日本橋ゆかり

天ぷら、天丼、お刺身 各1200円
焼魚／サバ、シャケ、めぬけ 各900円
フライ／大海老、トンカツ、シャケ、
アジ、めぬけ 各900円
お好みで2点3点盛りで組合せ色々
です。日替わりもあります。
小鉢／冷やっこ、ひじき煮、ポテ
トサラダを各100円にてご用意し
ています。

彩り二段重1550円、四季の彩り
を8つの小皿に盛り込みました。
旬の味覚をお楽しみ頂けます。
〈牛タン柔らか煮─あぶまた味噌
かけ─〉日本料理屋がお出しする
牛タンはまた一味違います。“あ
ぶまた味噌” とは江戸甘味噌と
いう江戸期より伝統の味噌です。

一番のオススメはゆかり御膳
です。お通しから御膳、デザ
ート付きで3780円は絶対に
オススメです。ゆかり御膳は
ご予約をお願いいたします。

や満登 彩り二段重

茅場町2-1-9
11時〜13時30分
土日祝休 MAP〈A-3〉

八重洲1-7-4 矢満登ビルB1
11時30分〜14時（L.O.13時30分）
土日祝休 MAP〈C-9〉

3666・0996
和食

ゆかり御膳

3271・3436

3271・2491

旬の味 十四郎

よし梅 人形町本店

日本料理

日本料理

「京粕漬の炭火焼ランチ」京粕漬に
おいしいご飯と味噌汁……それだ
けで満足のいくランチにこだわりま
した。炭火でふっくら焼いた京粕漬
とほくほくの南魚沼産こしひかり、
味噌汁は天然府中味噌、お新香、小
鉢がついて、ぎんだら京粕漬定食
1296円、さけ京粕漬定食1080
円、魚久お勧め定食864円。

土・ 祝 日 限 定 の お 弁 当 を、
2200円にてご用意しており
ます。また月〜金は日替定食
が一日限定30食、1100円。
その他にも、お祝い膳などご
予算に応じて承っておりま
す。お気軽にお電話にてお問
い合わせ下さい。

焼き魚御膳 1500円
まぐろの漬け丼御膳
1900円
天ぷら盛りあわせ御膳
2900円
幕の内弁当 3500円
昼懐石 3500円・5500円
ねぎま鍋セット 7000円

幕の内弁当、ハンバーグ、オム
ライス…当店のメニューは全
て800円。みそ汁50円、お新
香50円、みそ玉子（みそ汁の
中に、煮た卵が入ったオリジ
ナル！）100円。

3666・3848

日本料理

日本橋3-2-14
11時30分〜14時30分 日祝休
※ 土曜日は営業 MAP〈C-9〉

京粕漬魚久イートイン あじみせ

人形町1-1-20
11時〜13時30分（L.O.）
土日祝休 MAP〈A-2〉

11

割烹

辰巳

人形町1-5-14
11時30分〜14時
日休 MAP〈A-2〉

3662・0163

よし梅 ねぎま鍋セット

人形町1-18-3
11時〜13時30分
土日祝休 MAP〈A-2〉

3668・4069

浮舟

●12時前後は大変混みます。
少し時間をずらしてご来店くださ
ると良いかと思います。
日本橋3-4-13
11時30分〜13時30分
土日祝休 MAP〈C-9〉

3271・9042

割烹・日本料理／とんかつ／肉料理

日本橋ランチ情報

発信中

http://www.nihombashi.co.jp
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〈肉料理〉
とり料理

〈とんかつ〉
とんかつ

鳥文

宇田川

きじ重、からあげ定食、メンチ定
食、豚の生姜焼定食（各850
円）、ポテトコロッケ定食 750
円、メンコロ定食 850円。いず
れもお新香、みそ汁、小付けがセ
ットでボリュームあり。

とんかつ定食（1200円）、ハン
バーグ定食（1100円）、串かつ
定食（1200円）、かつ丼（1400
円）、豚ロースカツ定食、豚ヒレカ
ツ定食（各 2300円）、若鶏カツ
定食（1300円）、海老フライ定
食（1500円）。
土曜日に限りとんかつ定食のみ
200円引き。

●ボリュームたっぷり。大盛り
も850円。ご飯、お味噌汁お替り
自由。
本石町4-5-11
11時30分〜13時30分
土日祝休 MAP〈B-4〉

3241・4563

本町1-4-15
11時〜14時
日祝休 MAP〈B-6〉

3241・4574

鳥料理

江戸路 江戸路丼

ふるさとの味

蛍

焼魚定食
カレイ 1100円
時鮭 950円

蛎殻町2-5-4 2F
11時〜13時30分
昼の営業は月〜金曜 MAP〈A-2〉

5652・5988
鳥料理

和食

魚十
１階、３階では特製玉子焼きの
入った幕の内弁当950円、２
種類ある今日の定食1000円
が好評です。２階の個室では会
席 弁 当 茜3250円、 小 町 弁 当
2150円を御用意しておりま
す。３階は大座敷になっており
ますのでまとまった御人数での
御利用に対応できます。
大伝馬町12-8
11時30分〜14時
土日祝休 MAP〈A-1〉

3661・2380
シャモ鍋

江戸路

むろまち 鳥や

玉ひで

江戸路丼900円は、炭火で焼き
上げた自慢の焼鳥が4本。つくね・
ネギマをタレ味、ささみ・せせり
を塩味でと、2つの味を楽しめる
満足の一品です。 江戸前からあ
げ850円は、米粉でパリパリに揚
げ、あっさりとした和風ポン酢で
頂く大人気の一品です。玉ひで姉
妹店のランチをご賞味下さい。

冷やしラーメン登場！ 和風ベー
スのだしに白髪ねぎと梅干しがア
クセントのサッパリラーメンと焼
き鳥小丼がセットで1000円！
新しい鳥やの味をお楽しみくださ
い。その他、定番のラーメン、定食、
丼も一律1000円です。今年も竹製
レトロなうちわを差し上げます。お
早めにどうぞ！

一子相伝を守り、安心安全、
より美味しいグレードアップ
した特撰軍鶏親子丼をぜひ一
度御賞味ください。

人形町1-19-2
11時20分〜13時30分 土・日11時20
分〜14時 無休 MAP〈A-2〉

3668・0018

鳥や 冷やしラーメン

室町1-5-13
11時〜13時30分
土日祝休 MAP〈B-6〉

3241・5288

★

元祖親子丼 1500円
白レバ親子丼 2000円

人形町1-17-10
11時30分〜13時 無休（夏季・
年末年始を除く） MAP〈A-2〉

3668・7651
12

★ 肉料理／中華
創業65年／牛肉料理

せいとう本店 ハンバーグ

伊勢重

にんぎょう町 谷崎

昼 の 一 番 人 気 は「 極 旨 ハ ン バ ー
グ」です。包丁で丁寧にミンチに
した国産牛100％のパテを、注文
が入ってから焼き上げます。焼き
たて熱々のハンバーグからは、ナ
イフを入れた瞬間にジュワッと肉
汁があふれ、食欲をそそります。
（1200円）（スープ、雑穀米・白
米 or パン、ドリンクバー付）

①Joyful SUKIYAKI・UDON set
1944円
②冷しゃぶランチ
（和牛2592円／特撰豚2052円）

暑い夏にピッタリの冷しゃぶ定
食が一番人気!! タレも青じそ
おろしポン酢、ゴマ、柚子胡椒
と３種類から選べます。その他、
大好評の週替りランチ、定番の
ハンバーグやポークソテー、き
じ 焼 丼 な ど ラ ン チ は 各1000
円。先着でレトロな竹製うちわ
をプレゼント。

本町2-4-12 イズミビルB1
11時〜14時30分（L.O.）
日祝休 MAP〈B-5〉

3271・0516

日本橋ランチ情報
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しゃぶしゃぶ

すき焼

せいとう本店

（注：8月30日（土）までの夏季限
定メニューです。上記金額に奉仕料
（10％）が別途掛かります。）

谷崎 冷しゃぶ定食

人形町1-7-10
平日11時〜14時 土曜11時 30分〜
14時30分 日祝第3土休 MAP〈A-2〉

小伝馬町14-9
11時〜15時
日祝休 MAP〈A-1〉

3639・0482

3663・7841
〈中
中華

八重洲大飯店 とりそば

華〉

中華料理

肉鮮問屋

八重洲大飯店

日本橋 大勝軒

佐々木

日替りランチ1400円（白飯、
その日の１品、サラダ、香物、
スープ、デザート）。
大好評!! とりめし（中）980
円。 バ リ そ ば850円。 と り 煮
込みそば1200円などご用意し
ております。

Ａ定食（ラーメン・半チャー
ハン・お新香／900円）、Ｂ
定食（ラーメン・半ギョーザ・
半 ラ イ ス ／900円 ）、C定 食
（ラーメン・揚シューマイ2ヶ・
半ライス／900円）。

すき焼き定食950円、メンチ
カツ定食800円、ランチステ
ーキ重800円、ポークソテー
定食850円、豚ロースカツ定
食850円（いずれも小鉢・豚汁・
香の物付）。

日本橋3-3-2
11時30分〜14時
日祝休 MAP〈C-9〉

3273・8921

●各麺類とセットで半チャーハ
ンができます（350円）
。
本町1-3-3
11時〜 14時30分
土日祝休 MAP〈B-6〉

3241・4556

●ご飯はおかわり自由！
雨の日は100円引きサービス！
本町4-2-3
11時30分〜13時30分
土日祝休 MAP〈B-4〉

3241・5296

中華／レストラン
〈レストラン〉
洋食

餃子専門店

中華

たいめいけん

四川飯店

日本橋焼餃子

洋食小皿ランチ（９種類の洋食を
小皿に。例：国産牛ローストビーフ、
ビーフシチュー温泉玉子添え、牛
舌コロッケ、サラダ、カップスー
プ他 3200円）。また、三越新館
B1に姉妹店デリカテッセン・ヒロ
がございます。たいめいけんの惣
菜を食卓にもいかがでしょうか。
ランチは予約が必要です。

四 川 飯 店 名 物 セ ッ ト1800
円。麻婆豆腐、担々麺、うま
辛茹でワンタン、ライス、ザ
ーサイ付。ライスはおかわり
自由。プラス200円で杏仁豆
腐も付けられます。四川飯店
の名物料理をご堪能くださ
い。

ただいま日替りサービスランチ
をやっております。単品580円、
餃子セット780円です。毎月の
日替りランチチラシは店頭で用
意していますので、店までお越
しくださいませ！ 自慢の料理
をたくさんご用意しています！
土日はお昼からビール・餃子
セット850円がございます。

日本橋1-12-10
11時〜14時
日祝休（2F） MAP〈C-7〉

四川飯店 名物セット

3271・2464

6225・2233
レストラン

紅花別館
スパイシーなスリランカ風チキンカレー

室町2-2-1 コレド室町2F
11時〜15時
（L.O.）
不定休（コレド室町に準ずる）MAP〈B-5〉

レストラン

日本橋焼餃子 ビール・餃子セット

レストラン

室町1-11-1 11時〜15時（14時30
分 L.O.）※ 土日祝のランチタイムは
16時まで 無休 MAP〈B-6〉

3278・0770
洋食

紅花 別館

デーメテール千疋屋

京橋千疋屋

小春軒

スリランカ風チキンカレー
1620円
海老のココットカレーグラタン仕立て
1620円
テリヤキビーフのカラフルロコモコ
1050円
オムライスコンビ 1050円
１階鉄板焼和牛サービスランチ
5184円

Aランチ1620円（本日の魚または肉
料理＋パンまたはライス＋フルーツカ
クテル＋コーヒーまたは紅茶）
Bランチ1944円（本日のスープ＋本日
の魚または肉料理＋パンまたはライス＋
フルーツカクテル＋コーヒーまたは紅茶）
デーメテールランチ5400円（前菜＋
スープ＋魚＋肉料理＋おすすめデザー
ト＋コーヒーまたは紅茶）

〈平日メニュー〉
日替りランチ＋デザート＋ドリンク 1080円〜
ビーフシチューランチ＋デザート＋ドリンク
1620円
〈土日祝ランチ〉
前菜＋メイン＋デザート＋ドリンク 1296円〜
〈ランチタイムの出前メニュー〉ランチＢＯＸ
日替りサンド＋サラダ＋デザート＋リンゴジュ
ース 1080円（出前は近隣、5000円以上）

特製盛り合せ（かじきベーコ
ン串焼・えびフライ・コロッ
ケ・一口かつ・ホタテフライ・
白身魚のフライ・イカのバタ
焼き）ライス付／1400円。
カツ丼・しじみの味噌汁付／
1300円。
メンチカツライス／800円。
ポークソテー／1400円。

室町2-1-2 日本橋三井タワー内
11時30分〜14時
不定休（土日祝も営業） MAP〈B-5〉

京橋1-1-9
11時〜14時
無休（年末年始除く） MAP〈D-10〉

日本橋1-2-15
11時〜15時
無休 MAP〈C-7〉

3271・0600

3241・1630

★

3281・0300

人形町1-7-9
11時〜13時45分 MAP〈A-2〉
日祝休（土曜は不定休）

3661・8830
14

★ レストラン
ホール

レストラン

トラットリア・イタリア

鉄鋼会館ニューオータニ

本日のパスタセット（3種類）
本日のピッツァセット
（2種類）
どちらも、パン、サラダ、コー
ヒーがつきます（各1000円）。
イタリアンランチプレート
（コーヒー付）
1200円
土日祝は平日ランチとは別メ
ニューになります。

9階レストランでは、毎年ご好評
いただいている清涼麺フェアを
今年も7月に開催いたします。中
華冷麺と冷製パスタなど、週替
わりの2種類の麺をご用意。他に
も牛フィレ肉のステーキや中華
定食など、全品スープ及びサラ
ダバーと食後のお飲物付きで、
ご案内しております。

中華冷麺

茅場町3-2-10
11時30分〜13時30分
土日祝休 MAP〈A-3〉

室町1-7-1 スルガビルB1
11時〜15時（ティータイム15時〜17時）
無休（年末年始休日有）MAP〈B-6〉

6202・0095

冷製パスタ

ダイニング＆バー

鉄板焼

店内に水の流れるカスピタ！ 東
京。ランチメニューは日替りラン
チ1000円（ライスorパン）。パス
タランチ3種各1000円、全品サ
ラダ、ドリンク、デザート付。そし
て土日祝限定ピザランチ1150
円。サラダ、ドリンク、デザート付。
女性に大人気の自家製デザートセ
ット700円もご案内しています。

じゅうじゅう焼き定食 1000円
豚生姜焼き定食 1100円
若鶏ピリ辛定食 1000円
磯焼き定食 1550円
黒毛和牛ハンバーグ定食
1550円
黒毛和牛サービスステーキ定食
1850円

カスピタ！ 東京

東洋

東洋 ミックスグリル定食

八重洲1-5-15 田中八重洲ビルB1
11時30分〜14時30分（L.O.）
年末年始休 MAP〈C-8〉

3272・9620
15

3669・4856

室町1-5-2
11時〜15時
無休 MAP〈B-6〉

東洋 サービスステーキ定食

3241・0003

レストラン
レストラン

ラグー

ダノイ日本橋

レストラン

ビーフかつれつ

日替りランチ（970円）、ハンバーグとカニク
リームコロッケの盛り合せランチ（1100
円 ）、 カ ジ キ マ グ ロ と ホ タ テ の ム ニ エ ル
（1300円）、シャリアピンハンバーグステー
キ（1270円）、チキンライス、ドライカレー
（各970円）、オムライス（1080円）、チキン
ドリア（1200円）は、ライス・スープ・サラ
ダ付き。その他、ステーキ重（新香・味噌汁付
き／ 2890円）など。プラス280円でコーヒ
ー又は紅茶。日替りランチは、味、ボリューム
共に最高です。本物の味を是非ご賞味下さ
い。すべて素材から作っています。

◦日替わりランチ（平日限定）1360
円／パスタとサラダの盛り合せ
◦パスタランチ 1650円／前菜とパ
スタ
◦ワンプレートランチ 1980円／スー
プ、パスタとメインとサラダの盛り合せ
◦おもてなしランチ（要予約） 3150
円／前菜、パスタ、メイン

ビ ーフ カツ と ポ ー クソ テ ー は
1800円、ポ ー クカツ1650円、
串カツ1100円、ハンバーグステ
ーキ1150円、エビフライ1700
円、ミートオムレツ1100円。い
ずれもライス付き。限定10食の
カツカレー（1100 円）とメンチ
カツ（1000円）も好評。
出前：全品2人前より可能。

※全てのコースにパン、デザート、コーヒー付

蛎殻町2-16-9シティペンションゼム1F
11時30 分〜14時（日替りランチは平日のみ）
お正月休 ※ 土日祝も営業 MAP〈A-3〉

ダノイ ワンプレートランチ

3663・6740
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本町3-5-1 B1F
11時30分〜14時
日祝休 MAP〈B-5〉

そよいち

そよいち ビーフカツ

6225・2449

人形町1-9-6
11時〜14時30分
日・第1月休 MAP〈A-2〉

3666・9993

郷土料理

主水 海鮮がいな丼

レストラン

島根の味「主水」

三重テラス

海鮮がいな丼
1400円（15食限定）
日本海しまね丼
950円（10食限定）
焼さばがいな丼 1000円
シマメ漬け丼 900円
出雲割子そば３段 900円
しじみの酒蒸し 880円

「松阪イタリアン」松阪牛を贅沢に
ミートソースに仕立てパスタ料理
としてご用意いたします。ごく粗く
ひいた松阪牛がごろごろと入って
います。それに三重から届いたお
取り寄せ小鉢三種類と合わせて
１８００円、その他伊勢エビなど三
重を代表する食材をランチタイム
から堪能して頂けます。

室町1-5-3 にほんばし島根館
11時〜15時
無休 MAP〈B-6〉

3231・2213

★

三重テラス 松阪イタリアン

室町2-4-1 浮世小路千疋屋ビル
11時〜14時30分
無休 MAP〈B-5〉

5542・1030
16

★ のみ処・カフェ・ホテル

〈カフェ〉

〈のみ処〉

カフェ

豊年萬福

Ｍ16（エムワンシックス）
メインのメニューはパスタです。
11種類あり、ボリュームもかなり
ありますので、男性にも満足して
頂けると思います。サラダと飲物付
で880円と大変お得です。1 番人
気はしそめんたいこ。その他トマト
ソース系、クリームソース系、パス
タ以外ではビーフステーキ丼も御
用意しております。※ 全席禁煙

M16 しそめんたいこ

室町1-6-7 ミカドコーヒー地下1階
11時30分〜 14時（13時30分 L.O.）
不定休 MAP〈B-6〉

3241・3350

上州産もち豚と季節温野菜が
入った蒸籠蒸とおばんざい三
種 1000円
豊年バラちらしとおばんざい
三種 1000円

旬の店

安兵衛
お刺身定食・照焼定食・肉焼
定食・おでん定食・鯖塩焼定
食・カツ重・天重、各850円。
天ぷら定食890円。週替り定
食850円 〜950円。 す べ て
御飯・みそ汁・小鉢・お新香付。
●炊きたて御飯のおいしさは定
評あり。

豊年萬福
※ 写真はイメージです。

室町1-8-6
11時30分〜14時
無休 MAP〈B-6〉

3277・3330

室町3-2-13
11時〜14時
土日祝休 MAP〈B-5〉

3241・2855

〈ホテル・デパート・その他〉
ホテル

人形町タンネ

ロイヤルパークホテル

ロイヤルパークホテル
※ 写真はイメージです

〈中国料理 桂花苑〉
凉麺フェア ９月30日（火）まで
毎年ご好評いただいております、桂花苑
オリジナルの凉麺を今年は１種類増やし
３種類にてご用意いたしました。見た目に
も涼やかな凉麺をお楽しみください。
五目冷やし麺、冷やし担々麺、黒酢とトマ
トの冷やし麺 各2700円
（プラス324円で杏仁豆腐セット）

ドイツパンに合う季節野菜たっぷ
りの日替わりランチをはじめ、ド
イツソーセージを使ったランチが
人気です。すべてドイツパンが食
べ放題！ その上１ドリンクつい
て972円です。さらに108円プラ
スするとドリンクをグラスワイン
に変更可能。９月に浜町店リニュ
ーアルオープンの予定です。

蛎殻町2-1-1
11時30分〜15時（14時L.O.）
無休 MAP〈A-3〉

人形町2-12-11
11時30分〜14時30分 土日祝休（第４土
曜は10時〜 17時まで営業 ） MAP〈A-2〉

※サービス料10％別

3667・1111㈹
17

タンネ

3667・1781

Museum & Café

PEN STATION
おすすめセット
（一日中提供しています）
ハイティー Aセット 〈飲み物、 スコ
ーン、サンドイッチ〉 750円
ハイティー Bセット 〈飲み物、 ケー
キ、サンドイッチ〉 950円
飲み物はコーヒー （ホット・アイス）
、
紅茶（ダージリン・アールグレー・ア
ッサム）、アイスティーから選べます。
京橋2-6-21
日祝休（年末年始、他）
MAP〈D-10〉

3538・3803

ホテル・デパート・その他
デパート

三越 松花堂弁当

デパート

髙島屋

ホテルかずさや

松花堂弁当（1600円＋税）
【お造り】鮪・鯛
【焼物】イズミダイわさび焼・玉子焼・
白瓜
【揚物】海老・はも・ズッキーニ・みょ
うが
【冷煮】冬瓜・焼茄子のかにあんかけ
ご飯・豆乳豆腐・香の物・吸い物付
※商品は２ヶ月ごとに変更いたします。

〈キュルノンチュエデリ スギモト〉
名古屋の食肉店「スギモト」が、燻製作り
で有名な飛騨の「キュルノンチュエ」と
コラボレートした初めてのお店です。
〈キュルノンチュエデリ スギモト〉の人
気のお弁当の一つ「松阪牛入りハンバー
グ弁当」。カニ爪クリームフライ、ナポリ
タンスパゲティも入って、一折908円と
リーズナブルな価格にてご提供致します。

秋田八幡平ポーク・岩手門崎
牛・黒毛和牛のハンバーグな
ど新メニューも登場。日替り
メニューも味とボリュームで
好評（972円）
。特製オムライ
ス（864円）
。週替わりパスタ
メニュー。ビジネスマンやOL
にとってお得なセットメニュー
（864円）。

日本橋2-4-1 地下1階惣菜売場
10時〜20時
不定休 MAP〈C-8〉

本町4-7-15 オーベルジュ・ド・ニレーヌ
11時30分〜14時
日祝休 MAP〈B-4〉

キュルノンチュエデリ スギモト
松阪牛入りハンバーグ弁当

3241・3311㈹
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ホテル

三越

室町1-4-1 新館5階
11時〜19時（18時30分L.O.）
三越定休日に準ずる MAP〈B-6〉

3211・4111㈹

にんべん

和風
カルビクッパ

肉だんごの
沢煮椀

3241・0968

3241・3846

榮太樓 雪月花

冷製 夏野菜の
冷たいお吸い物 にんべん本店の「日本橋だし場」

汁物7月メニュー（月替り）
●冷製夏野菜の冷たいお吸い物／冷たいお吸い物
に、トマト、ズッキーニ、青パパイヤ等の夏野菜を入
れ、さっぱりと仕立てました。
●和風カルビクッパ（豆板醤入り）／韓国料理でおな
じみのカルビクッパにかつお節だしを加え、にんべん
風に仕立てました。
●肉だんごの沢煮椀／とろみをつけた醤油仕立て
のスープに、千切りの野菜と肉だんごを加えました。
ランチセット（510円〜）として、かつぶしめし、こん
かつめしと組み合わせていただけます。
室町2-2-1 コレド室町1F
11時〜14時（ランチタイム） コレド
室町定休日に準ずる MAP〈B-5〉

★

◦二段弁当 1188円
野菜・魚・肉を彩りよくお弁
当に詰めました。
ミニみつ豆付です。
◦週替り御膳 918円
◦赤飯弁当 1188円

雪月花 二段弁当
日本橋1-2-5 榮太樓總本鋪
11時〜14時 日祝休 ※7月6
日（日）
は営業 MAP〈C-7〉

3273・6310
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