
主要商品 主要商品

浅草 すき焼 ちんや 精肉 銀座 銀座ベーカリー カステラビスケットサンド

初登場 千駄木 千駄木 腰塚 コンビーフ 初登場 日本橋 ホテル龍名館東京 日本酒ケーキ

日本橋 千疋屋総本店 クイーンストロベリーロール

人形町 浜の院 浜町漬

<実演> 初登場 銀座 銀座伴助 干物 向島 言問団子 言問団子

銀座 銀座 松﨑煎餅 煎餅

<実演> 銀座 銀座 久兵衛 太巻・ばらちらし 浅草 浅草 梅園 和菓子

<実演> 駒形 駒形 どぜう どぜう鍋 日本橋 榮太樓總本鋪 きんつば

銀座 銀座寿司幸本店 江戸前寿司 <実演> 東日暮里 羽二重団子 羽二重団子

下高井戸 天喜代 天丼 赤坂 とらや 和菓子

麻布十番 麻布十番 豆源 豆菓子

上野 上野精養軒 西洋料理 蒲田 谷口商店 甘納豆

<実演> 佃 肉のたかさご やき豚 初登場 麻布十番 麻布かりんと かりんとう

日本橋 神茂 手取り半ぺん 初登場 亀戸 船橋屋 くず餅

浅草 駒形 前川 うなぎ蒲焼

初登場 青山 青山シャンウェイ 鉄板中華 向島 やまもと 長命寺桜もち

初登場 渋谷 宅麺.com 持帰りラーメン 三田 秋色庵大坂家 和菓子

銀座 銀座木村家 あんデニッシュブレッド

吾妻橋 海老屋總本舗 佃煮 新橋 新橋玉木屋 春のふりかけ

浅草 浅草むぎとろ 味付けとろろ

<実演> 日本橋 山本海苔店 海苔 　人形町 玉ひで てつえもん丼

日本橋 にんべん 鰹節 銀座 銀座寿司幸本店 江戸前寿司

新宿 関根の胡麻油 胡麻油 駒形 駒形 どぜう 柳川定食

佐賀 ちくま味噌 味噌 下高井戸 天喜代 天丼

日本橋 日本橋鮒佐 佃煮 初登場 九段南 Ramen ドゥエ Edo Japan ラーメン

<実演> 日本橋 ミカド珈琲店 珈琲・モカソフト 日本橋 ミカド珈琲店 モカゼリー

初登場 湯島 老舗大佐和 日本茶

神田 豊島屋本店 清酒

初登場 西五反田 ルパンコティディアン パン

主要商品 主要商品

銀座 アンティークモール銀座 アンティーク製品 志茂 中島洋傘加工所 傘

横網 磯貝べっ甲専門店 べっ甲 四つ木 中澤鞄 バッグ

小舟町 伊場仙 扇子 日本橋 榛原 和紙

湯島 江戸文字 浅草 箱長 桐工芸

蒲田 江戸がんぐ 杉原 江戸玩具 金町 檜垣彫金工芸 手編みジュエリー

南篠崎 江戸組子 建松 江戸組子 石神井 筆工房 亀井 江戸筆

大伝馬町 江戸屋 江戸刷毛 浅草 前川印傳 印傳

押上 おみねらたん 籐製品

東上野 森銀器製作所 銀製品 初登場 四谷 四谷　三栄 履物

東駒形 加賀谷製作所 江戸打刃物 銀座 越後屋 呉服

日本橋 黒江屋 漆器 新富町 大野屋總本店 和装雑貨

西東京市 工房みち オルゴール時計 日本橋 竺仙 ゆかたと江戸小紋

京橋 白木屋中村傳兵衛商店 江戸ほうき 初登場 日本橋 龍工房 帯締め・帯揚げ

浜町 髙虎 染物 初登場 蔵前 アルカン高屋 ハンドバッグ・小物

大島 但野硝子加工所 江戸切子 蔵前 ヤマト屋 ファッションバッグ

銀座 東京真珠 真珠

【　日　本　酒　】

■2014年5月21日(水)～26日(月)　　　■日本橋三越本店　本館7階 催物会場

地域・出展・出品社名 地域・出展・出品社名

【　農・畜産物　】 【　洋　菓　子　】

【　海　産　物　】
【　和　菓　子　】

【　米　　　飯　】

【　総　　　菜　】

■　江戸の「味｣　【 食　品 】　部　門　■

【　限定販売　】

【  グローサリー  】

■ お食事処 ～イートイン～ ■

■　　　　呉　　　　　服　　　　■

【　パ　ン　】

■　江戸の「技｣　【 工 芸・ 呉 服 】　部　門　■
地域・出展・出品社名 地域・出展・出品社名

■　　　　工　　　　　芸　　　　■ ■　　　　工　　　　　芸　　　　■


