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モザイク銀座阪急
MOSAIC Ginza HANKYU

日比谷シャンテ
HIBIYA CHANTER

帝国ホテルプラザ
IMPERIAL HOTEL PLAZA

泰明小学校
幼稚園
Taimei

ElementarySchool
KinderGarten

ソニービル
Sony  Building 

GINZA gCUBE

銀座日航ホテル
Ginza Nikko Hotel

銀座ベルビューホテル
Ginza Bellevue Hotel

帝国ホテル 東京
IMPERIAL HOTEL

日比谷公園
Hibiya Park

レム日比谷
remm HIBIYA

リクルート銀座
Recruit Ginza

三愛
San-ai

ホテルコムズ銀座
hotel com's Ginza 

銀座国際ホテル
Ginza International Hotel

三笠会館

Anastia

アンリ・
シャルパンティエ

銀座本店
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H&M

コートヤード・マリオット
銀座東武ホテル
COURTYARD Marriott 
GINZA Tobu Hotel

ホテルグレイスリー銀座
HOTEL GRACERY GINZA

三井ガーデンホテル銀座プレミア
mitsui garden hotel GINZA Premier
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丸井
Yurakucho MARUI

イトシア
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有楽町西武
Yurakucho SEIBU

有楽町阪急
Yurakucho HANKYU

東京交通会館
Tokyo KOTSU

KAIKAN

銀座インズ
GINZA INZ

銀座インズ2
GINZA INZ2

銀座インズ3
GINZA INZ3

プランタン銀座
Printemps Ginza

マロニエゲート
MARRONNIER GATE

銀座教会

松屋
MATSUYA

三越
MITSUKOSHI

歌舞伎座
KABUKIZA

東京国際フォーラム
TOKYO INTERNATIONAL FORUM

和光並木館
WAKO NAMIKIKAN

銀座和光
GINZA WAKO 教文館

みずほBank

三菱東京UFJ
Bank

朝日稲荷

ギンザグラッセ
GINZA GLASSE

紙パルプ会館

NTT京橋ビル
NTT Kyobashi building

銀座ブロッサム
GINZA BLOSSOM

白鶴
ビルディング

王子ホール
Oji Hall

新橋演舞場

ホテル銀座ラフィナート
Hotel Ginza Raffinato

　 ホテル東急ステイ東銀座
HOTEL TOKYU STAY 
HIGASHI-GINZA

ホテル銀座ダイエー
Hotel Ginza Daiei

銀座吉水
Ginza Yoshimizu

ホテル西洋銀座
 Hotel Seiyo Ginza

ホテルモントレ銀座
Hotel Monterey GINZA

メルキュールホテル銀座東京
Mercure Hotel Ginza Tokyo

ホテルモントレ
ラ・スールギンザ
Hotel Monterey
La Soeur Ginza

三菱東京
UFJ Bank

みずほ
Bank

銀座テアトルビル
Ginza Theatre Building

「東京駅周辺地図」へ
東京駅方面

東京画廊
Tokyo Gallery

Hak
博品館

Hakuhinkan

A2

スター
バックス

スターバックス

スターバックス

スターバックス

スターバックス

スターバックス

SS

有
楽
町
駅

有
楽
町
駅

東 京 駅東 京 駅 大
手
町
駅

大
手
町
駅JR有楽町駅

新丸の内ビル
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シャングリラホテル東京
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八重洲富士屋ホテル
Yaesu Fujiya Hotel

八重洲ターミナルホテル
YAESU TERMINAL Hotel

丸の内オアゾ
Marunouchi oaso

住友生命

D3

D1

B2b

B2c

C11
C12

B0

B3

B8

B6

B9

B10

B7

B4

B5

B2a

B1
4a 4b

7
8

2

3

1
27

26

25

20

21

13

14 15

16
1718

19

6

5
4

3

1
2

D5

D6

D9

J R 東 京 駅

J
R
東
京
駅

銀
座
方
面

「
銀
座
周
辺
地
図
」
へ

東京駅周辺地図
TOKYO MAP

東京駅周辺地図

銀座2丁目銀座3丁目銀座4丁目銀座5丁目

銀座6丁目銀座7丁目銀座8丁目

銀座1丁目

11

33

44

55

66

ホテル Hotel

郵便局 Post Office〒

交番 Police Station交

銀行 Bank

映画館 Movie Theater

－コンビニ Convenience Stores－

JR線 JR line
銀座線 Ginza line
日比谷線 Hibiya line

有楽町線 Yurakucho line
丸の内線 Marunouchi line

都営浅草線 Asakusa line
都営三田線 Mita line
千代田線 Chiyoda line
東西線 Touzai line

－－路線 Train & Subway－－

その他コンビニ Other Stores

セブンイレブン Seven-Eleven

ローソン Lawson

ファミリーマート Familymart

エーエムピーエム ampm
サンクス Sunkus

C DA B G HE F

C DA B G HE F

11

22

33

44

55

66

11

22

33

44

55

66

新
橋
方
面

東
京
駅
方
面

B-4

雑誌・ブログなどで話題沸騰のイタリアン！

6 IL PONENTINO

東京都中央区銀座8-9-15 ジュエルボックス銀座B1F
03-3569-3232
11:30～15:00 LO
17:30～22:00 LO

http://www.k2rm.co.jp/ilponentino/

休 無休

The popular Italian restaurant in the magazine.
Blog are increasing in popularity.

ワンドリンクサービス

得

銀座周辺地図
GINZAMAP
銀座周辺地図 C-2

銀座ベルビューホテル
Ginza Bellevue Hotel
東京都中央区銀座6-4-14
03-3289-0002

C-1

帝国ホテル 東京
IMPERIAL HOTEL
東京都千代田区内幸町1-1-1
03-3504-1111

H-4

ホテル西洋銀座
Hotel Seiyo Ginza
東京都中央区銀座1-11-2
03-3535-1111

D-1

ザ・ペニンシュラ東京
THE PENINSULA TOKYO
東京都千代田区有楽町1-8-1
03-6270-2888

F-6

ホテル銀座ダイエー
Hotel Ginza Daiei
東京都中央区銀座3-12-1
03-3545-1117

G-5

ホテルモントレ銀座
Hotel Monterey Ginza
東京都中央区銀座2-10-2
03-3544-7111

G-4

ホテルモントレ ラ・スールギンザ
Hotel Monterey La Soeur Ginza
東京都中央区銀座1-10-18
03-3562-7111

H-5

ホテル 銀座ラフィナート
Hotel Ginza Raffinato
東京都中央区銀座1-26-1
03-3564-0888

F-4

メルキュールホテル銀座東京
Mercure Hotel Ginza
東京都中央区銀座2-9-4
03-4335-1111

H-1

シャングリ・ラ ホテル 東京
Shangri-La Hotel, Tokyo
東京都千代田区丸の内1-8-3
03-6739-7888

C-5

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
COURTYARD by Marriott TOKYO GINZA HOTEL
東京都中央区銀座6-14-10
03-3546-0111

H-1

ホテルメトロポリタン丸の内
Hotel Metropolitan Marunouchi
東京都千代田区丸の内1-7-12
03-3211-2233

D-6

ホテル東急ステイ東銀座
HOTEL TOKYU STAY HIGASHI-GINZA
東京都中央区築地4-11-5
03-5551-0109

F-1

八重洲富士屋ホテル
Yaesu Fujiya Hotel
東京都中央区八重洲2-9-1
03-3273-2111

C-1

レム日比谷
remm HIBIYA
東京都千代田区有楽町1-2-1
03-3507-0606

A-3

ホテルコムズ銀座
hotel com's ginza
東京都中央区銀座8-6-15
03-3572-4131

C-4

ホテルグレイスリー銀座
HOTEL GRACERY GINZA
東京都中央区銀座7-10-1
03-6686-1000

B-5

三井ガーデンホテル銀座プレミア
mitsui garden hotel Ginza Premier
東京都中央区銀座8-13-1
03-3543-1131

店鋪情報の見方

　 …定休日
LO…ラストオーダー
右下記号（F-5等）…地図表示位置

マーク付のお店に地図を持参
すると特典が受けられます。

地図表示番号

得

休

銀座のミツバチに
出会えるかも？ グリーンプロジェクトグリーンプロジェクトグリーンプロジェクト
松屋銀座の屋上にグリーンプロジェクト
と書いてある小さな畑を発見。いちごや、
お野菜、ハーブが元気に育っています。
畑の周りを飛んでいる銀座のミツバチ
達に偶然会えるかも。デパートでのお買
物ついでに、ハチさん達と一緒に休憩
してみてはいかが？

人にも、ハチにもやさしい緑豊かな街をめざして人にも、ハチにもやさしい緑豊かな街をめざして人にも、ハチにもやさしい緑豊かな街をめざして
3月8日（ミツバチの日）に、菜の花いっ
ぱいの銀座ブロッサムで行われた、映
画『昆虫物語みつばちハッチ ～勇気
のメロディ～』（7月31日公開）の制作
発表会。衆議院議員で日本養蜂は
ちみつ協会会長の方と一緒に銀座
ミツバチプロジェクトも応援に駆け
つけたそうです。実は、銀座ミツバチ
プロジェクトは、「ハチにも人にもや

さしい緑豊かな街づくり」をめざして、
マロニエゲートや、ＮＴＴ東日本―東
京中央（ＮＴＴ京橋ビル）、銀座ブロッ
サム（中央会館）の屋上緑化にも協力。
ビーガーデンという名称で、ビルの
方々と共同で菜の花や、ハーブを植
えています。他にも銀座には、東京
画廊をはじめ少しづつミツバチのお
庭が増えています。

Ginza Honey Bee Project Collaboration Mark
地図に参加店マークもついてるよ！

Green Project & Bee Garden Mark
地図にマークもついてるよ！

Let's Enjoy Ec
oLet's Enjoy Ec
o

Let's Enjoy Ec
o

Let's Enjoy Ec
o

掲載のお問合せ
株式会社エー・スクエア

03-3222-051103-3222-051103-3222-051103-3222-0511

東京・銀座周辺で
泊まる

東京・銀座周辺で
泊まる

東京・銀座周辺で
泊まる

Hotel 宾馆

（50音順）（50音順）

銀座
ライム

ハーゲンダッツ
ラ メゾン ギンザ

審美堂
銀座本店

ピーアーク
銀座

マザーリーフ

然林庵

柿安 銀座店

銀座たまや

パティスリー
「風と土」

ゲンカツ

くふ楽銀色の鏡

パタコーネ

びいどろ銀座店

GEOX
銀座店

フランク・ミュラー
ウォッチランド東京

北海道どさんこプラザ
秋田ふるさと館
しずおかプラザ
いきいき富山館
ゆめぷらざ滋賀
わかやま喜集館
むらからまちから館

北海道フーディスト
八重洲店

京都館

福島県八重洲観光交流館

銀座わした
ショップ

おいしい
山形プラザ

九州文化邑

いわて銀河プラザ

ぐんま
ちゃん家

青森県特産品
センター

坐来 大分

銀座熊本館

加賀・能登・金沢
江戸本店

かごしま
遊楽館

パティスリー
ミツワギンザ

株式会社
ピュアジャパン

ASAHI JEWELRY
GINZA

英國屋
銀座二丁目店

ザ・ペニンシュラ東京
THE PENINSULA TOKYO

○C CityWeb.Ltd 2010

○C CityWeb.Ltd 2010

この地図は著作権（著作権法10条１項６号）の対象として保護されており、許可なく複製することを禁じます。
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どれ味 of Tokyo

銀座マルキーズ

1

レキシア銀座
並木通り本店

広東料理
銀座楼蘭

銀座ヨシノヤ 銀座四丁目店

銀座オルビエート
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IL PONENTINO 6

8

4

エル・チャテオ
銀座店
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C-3http://www.lexia-ginza.com
Most diverse lineup of Rolex in Japan.

日本最大級のロレックス正規品専門店
東京都中央区銀座7-6-19

3

休 無休
（年末年始除く）

03-5568-1879
平日11:00～20:00 
日・祝11:00～19:00

レキシア銀座  並木通り本店

曰本最大商品种类齐全的正宗劳力士表专卖店

D-5http://www.franckmuller-japan.com
FRANCK MULLER is a master of complications.

スイス機械式腕時計 複雑時計の名匠
東京都中央区銀座5-11-14

4

休 無休（年末年始除く）

03-3549-1949
12:00～20:00
各種カード取扱
VISA,AMEX,DC,
DINERS,JCB,銀聯

フランク・ミュラーウォッチランド東京

顶级瑞士机械钟表专卖店

D-5http://www.p-ark.co.jp/
You can enjoy Pachinko!

パチンコの楽しさを是非当店でご体感下さい
東京都中央区銀座5-12-1

13

休 無休

03-3546-0003
10:00～22:50

遊技スペース全面
禁煙

銀座ピーアーク

日式弹子房

D-4http://www.haagen-dazs.co.jp/maison/
It is a philosophy shop of Haagen-Dazs.

五感に訴える至高の組み合わせを
東京都中央区銀座5-7-17

20

休 年末年始

03-6253-7050
月～土11:00～22:00
（LO 21:00）
日・祝11:00～20:00
（LO 19:00）

ハーゲンダッツ ラ メゾン ギンザ

银座哈根达斯冰淇淋甜点屋

D-4
This shop is the Guangdong restaurant. 

素材の持ち味を生かした老舗の広東料理店
東京都中央区銀座5-8-20 銀座コア10F

7

休 銀座コア休館日に
準ずる

03-3575-0787
11:00～22:00
ランチ11:00～16:30
ディナー17:00～22:00

広東料理  銀座楼蘭

中国粤菜餐厅

G-3
"PURE JAPAN" is a real estate agent in Ginza.

銀座不動産情報完全紹介！
東京都中央区銀座2-4-1 銀楽ビル7F

14

休 土日祝

03-3538-1791
Fax：03-3538-1792
mail：access@pure-
         japan.co.jp
9:00～18:00

株式会社 ピュアジャパン

提供银座房地产信息

http://pure-japan.co.jp/

E-3
This shop is a popular pastry shop.

和素材を巧みに生かしたスィーツが魅力
東京都中央区銀座3-2-15 ギンザ・グラッセ1F

19

休 年末年始（2日間）

03-3561-1616
11:00～23:00
（LO 22:00）

パティスリーミツワ  ギンザ

日式西点屋

http://www.mitsuwa-ginza.co.jp/patisserie.html

C-3

Doremi of Tokyo Ginza is 
Teppanyaki resort restaurant.

“鉄板焼”と“お好み焼き”のお店!!
東京都中央区銀座7-5-4 ラヴィアーレB１F

1

休 無休

03-3573-6554
17:00～23:00

★★★

どれ味 of Tokyo

http://www.doremiman.com

A-3
Cake shop of the most delicious in Ginza famous.

身近なケーキこそ本物の美味しさを
東京都中央区銀座8-4-21 保坂ビル1F

18

休 年中無休

03-5537-2522
平日　11:30～26:00 
土日祝12:30～21:00

銀座マルキーズ

银座人气西点屋

http://www.ginza-marquise.com

F-4

70周年の今年、リニューアルオープン
東京都中央区銀座2-7-18 藤田ビル1F・2F

10 英國屋 銀座二丁目店

休 年中無休

03-3564-2941
10:00～19:00

オーダーを中心にした
トータルな装いを。

Eikokuya is a shop of the men's and 
woman's wear of custom made.

这个店销售着男女的套装

G-4
ASAHI JEWELRY GINZA MELSA SHOP 
is a shop of jewelry.

最新の真珠・宝石免税店。銀聯カード可
東京都中央区銀座2-7-18 メルサGinza-2 1F

9

休 年中無休

03-3535-8881
11:00～20:00

ASAHI JEWELRY GINZA

珠宝饰品专卖店（免税店）

B-4http://shimbido.co.jp/
Shimbido is a shop of jewelry.

人とジュエリーを愛しデザインする店
東京都中央区銀座7-8-15 第二新橋会館1F

8 銀座審美堂 銀座本店

珠宝饰品专卖店

休 不定期

03-3573-5350
11:00～20:00

E-3

フィンランド発ライフスタイルブランド
東京都中央区銀座3-3-16 B1・1F

5 marimekko 銀座

http://www.marimekko.jp
Lifestyle bland from Finland.
芬兰时尚marimekko品牌专卖店

休 不定休

03-5159-4201
11:30～20:00

E-3http://www.vidriog.co.jp

スペイン料理のカジュアルレストラン
東京都中央区銀座3-2-12 全研ビル1F

2

03-3535-7033
ランチ11:30～15:00
         （LO 14:00）
ディナー
月～土17:00～23:00
         （LO 22:00）
日・祝16:30～22:00
         （LO 21:00）

エル・チャテオ 銀座店

西班牙家常美食餐厅
Restaurant of casual spanish food.

D-4http://www.vidriog.co.jp

スペイン料理の老舗「びいどろ」
東京都中央区銀座5-8 ギンザプラザ58 B1F

16 びいどろ 銀座店

西班牙风味餐厅
Restaurant of long-established Spanish food.

03-3573-3865
ランチ11:30～15:00
         （LO 14:00）
ディナー
月～土17:00～22:30
         （LO 21:30）
日・祝16:30～22:00
         （LO 21:00）

F-5

完全個室 創作和食 ダイニング

11 銀座 ざわめき

東京都中央区銀座3-11-16 銀座サリスビルB1F
03-6228-4140
月～金11:30～14:00
月～金17:30～23:15
   土   17:30～22:30

http://www.movements-jp.com/zawameki

休 日・祝

ZAWAMEKI is a restaurant of the creation
Japanese food using a fresh material.

B-4

雑誌・ブログなどで話題沸騰のイタリアン！

6 IL PONENTINO

東京都中央区銀座8-9 -15 ジュエルボックス銀座スワロフスキーB1F
03-3569-3232
11:30～15:00 LO
17:30～22:00 LO
ランチ  平均予算1,500円
ディナー平均予算5,000円
ディナーに限り地図持参で
ワンドリンクサービス

http://www.k2rm.co.jp/ilponentino/

The popular Italian restaurant in the magazine.
Blog are increasing in popularity.

得

D-4http://www.opefac.com/orvieto/
This is a fine restaurant that attracts thousands of tropical fish you.

数千匹の熱帯魚が魅了する上質空間
東京都中央区銀座5-8-17 ワールドタウンビル3F

12

03-6218-0233
ランチ
月～金11:30～15:00
土・日・祝11:30～15:30
ディナー
月～木18:00～23:00
金・土17:30～23:00
日・祝17:30～22:30

銀座 オルビエート

浪漫西式意大利餐厅

B-2http://www.opefac.com/ginza_lime/
Here is a Bali resort restaurant, surrounded by a huge aquarium.

巨大水槽に囲まれたバリリゾートダイニング
東京都中央区銀座7-2 銀座コリドー2F

17

03-5537-1455
月～金18:00～4:00 
   土   17:00～4:00
日・祝17:00～23:30

アクアリウムレストラン 銀座ライム

能享受巴厘岛度假风情的西式餐厅

E-4http://www.ginza-yoshinoya.co.jp/
Ginza Yoshinoya is a shop of shoe and bag.

創業百年を越える老舗靴専門店

15 銀座ヨシノヤ 銀座四丁目店

这个店是鞋和包专卖店

東京都中央区銀座4-5-4（ミキモト並び）

休 1/1

03-3562-3871
11:00～19:30

婦人・紳士・子供
靴など充実の品
揃えです

Landmark of Tokyo & Ginza map

マークの付いているお店に、この東京・銀座周辺地図をご持参いただくか 裏面右下の
クーポン（コピー可）を見せていただくとお得なサービスが受けられます。
There is a privilege when the shop of this mark shows the map.
有此标记的店铺，出示这张地图的话，可享受优惠。

東京・銀座ガイド東京・銀座ガイド東京・銀座ガイド

得

Pickup20Pickup20Pickup20东京·银座导游东京·银座导游

銀座のミツバチにぜひ会いたいという人は、ファームエ
イド銀座2010のイベントがおススメ。屋上の採蜜風景
が見られる見学会（要予約）で銀パチくんとご対面でき
ます。イベントでは他にも、ワークショップや、ライブ・フ
ォーラム・全国から産直品が集まる市場が楽しめます。（紙
パルプ会館：銀座3-9-11）詳しくはファームエイドHPで。
（http: //www.farmaidginza.com/)

ファームエイド
開催風景

2010年の開催日
4月28・29日  7月17日
9月18日  11月22・23日

銀座ミツバチプロジェクト
見学会採蜜風景

銀座でハチミツがとれるって知っていましたか？

銀座の街は、甘いハチミツの香りとミツバチの元気な話題が花盛り！銀座の街は、甘いハチミツの香りとミツバチの元気な話題が花盛り！銀座の街は、甘いハチミツの香りとミツバチの元気な話題が花盛り！

銀座のハチミツコラボレーション銀座のハチミツコラボレーション銀座のハチミツコラボレーション

銀座には、新聞・雑誌・TV・ラジオとアイドルなみに各
メディアに取り上げられ、全国から注目を集めているミツ
バチ達がいる事を知っていますか？
その人気は、海外のメディアからも取材が来るほど。オペ
ラや書籍にもなった銀座ミツバチプロジェクトのミツバ
チ達（通称）銀パチくんは、銀座の真ん中のビルの屋上
でおいしいハチミツづくりに大忙し。

「銀座ミツバチ物語」田中敦夫著

銀パチくんが一生懸命に皇居や浜離宮などの花から
集めた蜜をつかって、銀座の各銘店が知恵と技と経験
を活かした期間限定＆銀座限定のコラボレーション
商品を提供し人気を呼んでいます。銀座の蜂蜜を買い
たいという声も多く、ラベイユ （松屋銀座）にてハチミ
ツの販売も開始しました。洋菓子、和菓子、パンをは
じめ、クリスマスケーキや福袋（松屋銀座B1F）などが
販売され話題を集めたほか、銀座ハニーフェアをマロ
ニエダイニング（マロニエゲート）にて期間限定で開
催するなど、蜂蜜メニューや商品が、多数誕生。お土
産には、ハニーソープや、リップバーム（東急ハンズ銀
座店）もおススメです。商品は期間限定や数量限定の

ものが多く販売終了や完売のものも多いので、お出
かけ前には銀座ミツバチプロジェクトの公式HPを要
チェック。（http: //www.gin-pachi.jp/）
ミツバチプロジェクトの輪は、銀座を中心に、日本橋、
自由が丘、恵比寿、中延商店街、多摩など都内各地に
広がっているほか、他
県との交流も増え、今
後も目が離せません。

D-3

銀座産のハチミツカクテル
東京都中央区銀座5-5-17 三笠会館本店地下1F

03-3289-5676
（BAR 5517直通）
月～金17:00～23:00
         （席料￥1,260）
土曜   15:00～22:30
         （席料無料）

E

http://www.mikasakaikan.co.jp/restaurant/mikasakaikan/bar5517/

休 日祝

Bar5517（三笠会館）

Bar5517 is a bar.
酒吧

F-5

ハチミツのメニューのあるイタリアンレストラン
東京都中央区銀座2-11-11 第2銀座ヤマトビルB1

03-3545-5818
ランチ11:30～13:00
（LO 13:00）
ディナー18:00～24:00
（LO 23:00）

F

http://www.anastia.jp

休 日曜日

Anastia

Anastia is an Italian restaurant.
意大利餐厅

E-4

デパ地下でコラボスイーツを提供
東京都中央区銀座3-6-1

03-3567-1211
（大代表）
10:00～20:00
8階「レストランシティ
GINZA」は22：00まで
（LO 21:30）

G

http://www.matsuya.com/ginza/

松屋銀座

MATSUYA GINZA is a department store.
百货商店

F-3

「GINZA HONEY FAIR」等を開催
東京都中央区銀座2-2-14

B1F-9F
11:00～21:00
10F-12F
11:00～23:00

H

http://marronniergate.com

マロニエゲート

MARRONNIER GATE is a department store.
百货商店

B-4

銀座で採れた蜂蜜で味わうフレンチトースト
東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階

03-5537-6231
（予約不可）
火～土11:30～21:00
（LO 20:30）
日・祝11:30～20:00
（LO 19:30）

B

http://www.shiseido.co.jp/parlour/html/res_ginza.htm

休 月曜日（祝日は営業）

資生堂パーラー サロン・ド・カフェ

SHISEIDO PARLOUR SALON DE CAFE is a cafe.
浓香咖啡店

G-4

銀座産ハチミツ・マドレーヌ
東京都中央区銀座2-8-20 ヨネイビル

03-3562-2721
テイクアウト
10:00～21:00
イートイン
11:00～21:00
（LO 20:30）

C

http://www.henri-charpentier.com/

アンリ・シャルパンティエ 銀座本店

HENRI CHARPENTIER is a cake shop.
西点店

映画
昆虫物語みつばちハッチ
        ～勇気のメロディ～

映画
昆虫物語みつばちハッチ
        ～勇気のメロディ～

映画
昆虫物語みつばちハッチ
        ～勇気のメロディ～

総合プロデューサー：小山薫堂 
監督：アミノテツロ 
脚本：内田ぼちぼち／武田樹里／小山薫堂 
キャラクターコンセプトデザイン：河井ノア 
音楽：蔦谷好位置（agehasprings） 
原作：竜の子プロダクション 

　2010 タツノコプロ／映画「みつばちハッチ」製作委員会 

http://www.hutch-movie.jp/ 

銀座のミツバチ：銀パチくん

ハニーソープ・リップバーム
ハンドクリーム
マロニエゲート

東急ハンズ銀座店

詳しくはホームページで

銀座はちみつの
タルトフロランタン
銀座はちみつの

タルトフロランタン

E-4

「銀座のはちみつ」が買えるお店
東京都中央区銀座3-6-1 松屋銀座店B1F

03-3567-1211
（代表）
10:00～20:00

A

http://www.labeille.jp/

休 松屋銀座に準ずる

ラベイユ 銀座

L'abeille is a honey shop.
蜂蜜专营店

H-4

銀座はちみつマカロン
東京都中央区銀座1-11-2 B1F

03-3535-1111
（代表）
11: 30～21:00

D

http://www.seiyo-ginza.co.jp/restaurant/cakeshop/

ホテル西洋 銀座

Hotel Seiyo Ginza's Cake Shop
蛋糕甜点店

ミツバチ　コラボレーション 検 索

ハッチ生誕40周年。 
名作アニメ

「昆虫物語みなしごハッチ」が、
この夏帰ってくる！ 

7月31日（土）全国ロードショー 

銀座ミツバチ

プロジェクト
は

映画「みつば
ちハッチ」

を応援してい
ます。

c

GEOX 銀座店

東京都中央区銀座5-8-16 
銀座ナカヤビル1F　
TEL 03-5537-7077
10：30～20：00

イタリア生まれの呼吸する靴
店内ではメンズ、レディス、キッズ シューズをご覧いただけます。

GEOX 銀座2丁目店

東京都中央区銀座2-4-2  
誠佳ビル1F/2F　
TEL 03-5524-2045
10：30～20：00

http://www.geoxjapan.com

D-4 G-3

東京・銀座周辺地図東京・銀座周辺地図
Ginza GuideGinza Guide

GINZA
GUIDE
MAP

http://www.ginza-guide.com/

カジュアルなお店から、老舗、一流店まで…
100店鋪以上をご紹介しております。

There is information on the shop in this map.

ご自由にお持ち
下さい。

Take FREE
请随便拿取

森、里、街、そして海をつなぐサスティナブルネットワークフェスタ

http://www.farmaidginza.com
【主催】ファーム・エイド銀座実行委員会、NPO銀座ミツバチプロジェクト
【後援】農林水産省、中央区、中央区教育委員会、中央区観光協会、
　　　一般社団法人農山漁村資源開発協会、松屋通親交会、

ファーム・エイド銀座 2010

ミツバチ
見学会
開 催

会場:銀座紙パルプ会館
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UNITED ARROWS
高感度な品揃えで日本を代表するストア
東京都中央区銀座2-2-14 マロニエゲート B1・1F

03-3562-7798
11:00～21:00

29

http://www.united-arrows.jp/
Japan's largest men's  & women's "Select Shop".
这个店销售着男女衣服和小东西

休 マロニエゲートに
準ずる

C-5

大貴洞
心のこもった贈り物

東京都中央区銀座6-12-1 矢口ビル1F
03-3574-6015
9:00～19:00

42

http://www6.ocn.ne.jp/̃daikido/

GINZA - DAIKIDO is the store which 
sells traditional Japanese goods. 

休 年中無休

G-5

アンティークモール銀座
日本最大級の骨董モール。和洋着物大集結

東京都中央区銀座1-13-1
03-3535-2115
11:00～19:00

36

http://www.antiques-jp.com/

Antique Mall Ginza has three floors and 
various antiques of East and West.

休 水曜

E-2

Jewel Changes
女性のためのリアルクローズライフスタイルショップ
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 2F

21

http://www.jewelchanges.jp/
Women's real-cloth lifestyle shop.

休 有楽町マルイに準ずる

03-5220-3535
※OPEN日より電話開通

月～土11:00～21:00 
日・祝11:00～20:30

4 /12 (月
)OPEN！

这个店销售着女性衣服和小东西

E-2

Another Edition
My Favorite Thingsを集めたウィメンズセレクトショップ
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ 2F

25

http://www.another-edition.jp/
Women's "Select Shop" for "My Favorite Things".

休 有楽町マルイに準ずる

03-5219-2420
月～土11:00～21:00 
日・祝11:00～20:30

这个店销售着女性衣服和小东西

E-2

イシ・エ・ラ
フレンチトラッドで小粋な遊び心を
東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町阪急5F

23

http://www.lautreamont.co.jp/concept/brand_icietla.html
Ici et la is a shop of woman's fashion.

休 有楽町阪急に準ずる

03-6252-3099
月火土11:00～20:30 
水木金11:00～21:00
日・祝11:00～20:00 

这个店销售着女性衣服和小东西

E-2

ラ・エフ
スタイルアップが叶うキャリアブランド
東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町阪急5F

22

http://www.lautreamont.co.jp/concept/brand_laf.html
la.f... is a shop of woman's fashion.

休 有楽町阪急に準ずる

03-6253-8628
月火土11:00～20:30 
水木金11:00～21:00
日・祝11:00～20:00 

这个店销售着女性衣服和小东西

E-2

ロートレアモン
都会的な女性へ向けたキャリアブランド
東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町阪急3F

26

http://www.lautreamont.co.jp/concept/brand_lautreamont.html
LAUTREAMONT is a shop of woman's fashion.

休 有楽町阪急に準ずる

03-6253-7157
月火土11:00～20:30 
水木金11:00～21:00
日・祝11:00～20:00 

这个店销售着女性衣服和小东西

C-3

鮨 青木
伝統の味と枠に囚われない斬新な創作鮨
東京都中央区銀座6-7-4 銀座タカハシビル2F

55

http://www.sushiaoki.jp/
Sushi Aoki is a Restaurant of sushi.

休 年末12/28～
年始1/2

03-3289-1044
平日12:00～14:00 
　　17:00～22:00 
土日祝12:00～14:00
　　　17:00～21:00 

具有独创特色的高级寿司店

C-2

鮨 いわ
趣ある路地裏で旬の魚と匠の技を味わう
東京都中央区銀座6-3-17 悠玄ビル1F

53

Sushi Iwa is a Restaurant of sushi.

休 日・祝

03-3571-7900
12:00～14:00 
17:00～23:00 

高级日式寿司店

B-3

samsonite BLACK LABEL 銀座
信頼のスーツケースとビジネスバッグ
東京都中央区銀座8-6-3 新橋会館1F

39

http://www.samsonite.co.jp/
Shop of suitcase and business bag.

休 年末年始

03-3571-8151
月～土11:00～20:00 
日・祝11:00～19:30

旅行箱，商务包专卖店

D-4

アディダス パフォーマンスセンター 銀座店
銀座大通りに面したアディダス直営店
東京都中央区銀座5-8-17 ワールドタウンビル1F・2F

31

http://www.adidas.co.jp/shop

It is an adidas direct-management shop 
that faces the Ginza Main Street.

休 不定休

03-5537-0815
11:00～21:00

F-4

俄 銀座店
京都モダンがコンセプトのジュエラー
東京都中央区銀座2-8-18 グランベル銀座ビル1・2F

32

休 不定休・年末
年始を除く

03-3564-0707
11:00～20:00

http://www.niwaka.com/
NIWAKA GINZA BOUTIQUE

E-4

ゲンカツ 銀座店
25層のミルフィーユカツ「ゲンカツ」
東京都中央区銀座4-6-18 銀座アクトビル3F

52

Millefeuille pork cutlet in 25 layers.

休 無休

03-3567-1129
11:30～23:00 
（LO 22:00） 

ソフトドリンク
一杯無料
（一口ビール可）

日本具有特色的炸猪排坊

得

http://www.genkatsu.comD-6

天扶良料理  銀座しのはる
揚げたての天ぷらをカウンター席で！
東京都中央区銀座4-13 -11 M&SビルB1

51

Ginza Shinoharu is a tempura restaurant.

休 日・祝日

03-6226-4116
平日11:30～15:00 
　　17:30～22:00
土 11:30～14:30
　 17: 30～21:00  

传统式天麸罗料理店

http://www.ginza-shinohalu.com/

E-5

ラウンジ  パピエ
大理石の気品と温もりが漂う空間
東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館1F

45

http://www.kamipa-kaikan.co.jp/papier.html
Lounge Papier is a cafe restaurant.
咖啡店

休 年中無休

03-3543-8117
8:00～18:00

C-1

TANI SHIRT 帝国ホテル店
５００種類の生地より、貴方だけの一着を
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルアーケード

27

休 年中無休
※シーズン毎の生地を
数多く取り揃えております

03-3502-4169
平日10:00～19:00 
日祝10:00～17:00

TANI SHIRT is a shop of the men's & 
woman's wear of custom made.

衬衫专卖店

C-3

英國屋 銀座並木店
今年創業70周年を迎える名店
東京都中央区銀座6-6-7 朝日ビル1F・2F

28

休 年中無休

03-3572-3744
10:00～19:00

メンズ、レディースの
オーダー承ります。

Eikokuya is a shop of the men's and 
woman's wear of custom made.

这个店销售着男女的套装

E-5

アステリージュエリー
オリジナルジュエリー＆リフォーム
東京都中央区銀座3-8-3 光生ビル3F

03-5524-7731
12:00～19:00

33

宝石饰品专卖店

休 不定休

http://www.astery.net/
Astery Jewelry is a shop of jewelry.

C-3

ぎんざ田中屋 本店
創業50余年・伝統の二八蕎麦のお店

東京都中央区銀座6-6-19
03-3571-8228
平日   11:30～21:30 
土日祝11:30～20:50

49

休 年始

创业50年最高级的日式荞麦面店

http://www.soba-tanakaya.com
Ginza Tanaka-ya is a restaurant of Soba.

B-3

madame shrimp
海老専科！大人気。4名様で使える個室
東京都中央区銀座8-4-27 プラーザ銀座ビルB2F/4F

03-3573-2888
月～金18:00～翌4:00
   土   18:00～23:00

エビカツサンド
人数分サービス

66

休 日・祝

得

以虾料理为主的餐厅

http://madameshrimp.com/
madame shrimp is a restaurant of shrimp specialty.

A-4

藤壷
時と現実を忘れ、メルヘンチック佇まい
東京都中央区銀座8-8-8 銀座888ビル6F

03-5848-8888
ディナー17:00～23:00
ナイト   23:00～翌4:40
          （LO 3:40）

63

休 日・祝

http://www.py-f888.com/

Fujitsubo is a restaurant of French & 
Teppanyaki & Western,and bar.

A-4

巴里夕顔
アートの香りとエレガントな空間美の夢舞台
東京都中央区銀座8-8-8 銀座888ビル5F

03-5568-8883
11:30～15:00
（LO 15:00）
17:00～23:30
（LO 22:00）

71

休 不定休

http://www.py-f888.com/

Paris Yuugao is a restaurant of French & 
Teppanyaki & Western,and bar.

B-4

柿安 銀座店
松阪肉 老舗 柿安 銀座店

東京都中央区銀座7-9-15 GINZA gCUBE 7F
03-3289-3771
ランチ  11:00～15:00
          （LO 14:00）
ディナー17:00～22:00
          （LO 21:00）

62

休 不定休

http://www.kakiyasuhonten.co.jp/

Kakiyasu is an established business house 
of beef of establishment in 1871.

F-3

さわ
1908年創業老舗食器メーカー初の直営店
東京都中央区銀座2-4-18 ALBORE GINZA 1F-B

43

餐具厂家直销店
Abundant in mind "quality" suggests 
tableware for your life.

休 火曜日

03-3561-2538
平日11:00～20:00 
日・祝7:00～19:00

D-4

ブリー 銀座店
ドイツを代表するバッグ・アクセサリーブランド
東京都中央区銀座5-8-20 銀座コア1F

38

德国人气皮包，饰品品牌店

http://www.breejapan.com
BREE is a most popular brand in Germany.

休 年中無休

03-3289-0075
11:00～20:00

C-1

旭商店 帝国ホテル店
創業70年の伝統と常時2万点以上の商品
東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルアーケード

03-3503-2528
10:00～19:00

35

ASAHI PEARLS IMPERIAL HOTEL SHOP 
is a shop of jewelry.

老字号宝石饰品专卖店

休 年中無休

G-2

天婦良 す美田
東京駅八重洲の隠れスポット！！
東京都中央区八重洲2-6-5 八重洲五の五ビル1F

03-3278-8720
ランチ  11:30～14:00
ディナー17:00～21:30

50

休 日・祝
土のみ電話にてご確認

以天麸罗为主的日本料理店

http://www11.ocn.ne.jp/̃tensumi/frame.htm
SUMIDA is a tempura restaurant.

F-3

上海小南国 銀座店
上海の銘店「小南国」が銀座に初出店！
東京都中央区銀座3-3-1 ZOE銀座7F

65

休 年末年始

03-3562-1990
ランチ11:00～15:30
（LO 15:00）
ディナー17:00～22:30
（LO 22:00）

得

http://mm.visia.jp/xiaonanguo/
The signature shop in Shanghai the first opens a store in Ginza. 
中国上海菜馆

E-3

喧騒を逃れて思い思いにお過し下さい！
東京都中央区銀座3-3-12 銀座ビルディング4F

03-3567-4388
火～土11:30～22:30
    （22:00 LO）
日・祝11:30～21:00
     （Food 20:00 LO）
     （Drink 20:30 LO）

46

"Cafe Ohana" is a snug cafe where the 
mind feels rested. slow time can be spent.

´ ´

休 月（祝日：翌営業日）

Cafe Ohana｀

F-5

鳶金の次郎
炙りや TOBIKIN

東京都中央区銀座2-11-8 銀座第22中央ビルB1F
03-3544-5887
月～金11:00～14:30
月～金17:00～23:00
         （LO 21:55）
   土   11:30～15:00

61

这个店是日本菜店
Tobikin no jiro is a Japanese restaurant.

休 日・祝

G-3

もっちもち生パスタと季節のイタリアン☆
東京都中央区銀座1-4-6 紅雀ビルB1F

03-3538-7335
ランチ11:30～15:00
          （LO 14:30）
ディナー17:30～22:30
          （LO 22:00）

68

意大利美食餐厅

http://www.messina-acca.com
The restaurant specializes in fresh pasta.

休 年末年始

パタコーネ 銀座店

E-3

とびきりの九州食材をイタリアンに・・・
東京都中央区銀座4-3-6 名古屋商工会館1F

03-6228-6801
月～金11:00～15:00
月～金17:00～26:00
   土   11:00～26:00
日・祝11:00～22:00

67

http://www.chikappa.co.jp

Chikappa is an Italian restaurant.
The chosen fresh material is used.

休 年中無休

Chikappa 銀座

F-1

ダイニング＆バー ウイステリア
ソムリエ推薦ワインが50ml ¥280より楽しめる
東京都中央区八重洲2-9-1 八重洲富士屋ホテル2F

03-3273-0224
平日        6:30～ 9:30
土・日・祝  6:30～10:00
全日       11:30～21:30 LO
バーコーナー17:30～23:30 LO

72

餐厅  和酒吧   紫藤

http://www.yaesufujiya.com/restaurant_bar/
Dining & Bar Wisteria

休 年中無休

G-4

メサージュ・ド・ローズ 銀座本店
美しい薔薇のチョコレートショップ

東京都中央区銀座1-9-6
03-3561-1066
10:00～20:00

78

漂亮的玫瑰花型巧克力甜品

休 年中無休

http://www.mesrose.com
A beautiful rose is made from the chocorate.

C-4

バー＆レストラン ボンサルーテ
心と体に優しい食事を落ちつきのある空間で
東京都中央区銀座7-10-1 ホテルグレイスリー銀座3F

03-6858-1030
月～金11:30～14:00
   土  12:00～15:00 
火～金18:00～23:00
       （LO 22:30）
月・土17:30～22:30
       （LO 22:00）

73

配有精致菜肴的主题酒吧
休 日・祝

http://www.bonsalute.com/
BONSALUTE is a BAR & RESTAURANT.

C-2

パティスリー「風と土」
日本の風土から生まれる新しいスイーツ

東京都中央区銀座6-4-8
03-6228-5731
平日   11:00～23:00 
土日祝11:00～19:00

80

日式西点屋

休 年中無休

http://www.kazetotsuchi.com/
Enjoy the cake made from material that is harvested in Japan.

D-6

マザーリーフ 東銀座店
焼きたてワッフルと紅茶の専門店
東京都中央区銀座5-14-5 ダヴィンチEast 1F

03-3545-1631
平日 11:00～21:30（LO）
フードLO 21:00
ドリンク＆スイーツLO 21:30
土・日・祝11:00～19:30

47

德国松饼点心，红茶专营店

http://www.motherleaf.jp
Enjoy delicious waffles and tea shops.

休 年末年始

F-3

物語のあるレストラン
東京都中央区銀座3-3-1 ZOE銀座5F

03-3538-6600
全日    11:30～17:00
月～土17:00～23:00
祝前日17:00～23:00
日・祝17:00～22:30

70

有故事的饭店

http://www.ramla.net/luxury_restaurant/ginto/
Ginto is a full-fledged French restaurant.

休 年中無休

GINTO ZOE銀座店

G-4

La new 銀座店
ラニューシューズの履き心地をお試し下さい
東京都中央区銀座1-8-21 銀座清光堂ビル1F

40

为您选择舒适，时尚的鞋子
We are happy to provide you a comfortable shoe.

休 年中無休

03-5159-3748
平日 11:00～20:00 
土・日11:00～19:00

http://www.lanew.co.jp

C-1

セレンシー帝国ホテル店
貴方の「心の満足感」を、叶えるひとつに出会える。

03-3580-6815
平日10:00～19:00 
日祝10:00～17:00

37

休 年中無休

名品皮包专卖店

http://www.ginza-celencee.com/
Celencee is a shop of bag.

東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルアーケード

G-2

銀座 独楽
旬の鮮魚と産直野菜を使った創菜和食を楽しめる店
東京都中央区銀座1-3-3 G1ビルB1F

03-3561-5550
月～木17:00～23:00LO 
   金   17:00～25:00LO
   土   17:00～22:45LO

54

休 日・祝

http://koma.main.jp/

Japanese restaurant used with the 
fresh fish with a new raw vagetable.

B-5

銀座 座和めき
個室 和創作 炙り ダイニング
東京都中央区銀座8-14-9 デュープレックス銀座タワーB1F

03-6228-1200
月～金11:30～14:00
月～金17:30～23:00
   土   17:30～22:30

58

http://www.movements-jp.com/zawameki

ZAWAMEKI is a restaurant of the creation
Japanese food using a fresh material.

休 日・祝

B-5

銀座たまや
東京土産でおなじみの「ごまたまご」

東京都中央区銀座7-14-14
0120-25-0805
10:00～18:30

77

http://www.tokyotamago.com/
"GOMATAMAGO" is a famous souvenirs in Tokyo.

休 日・祝

东京有名的甜品点心屋

C-4

銀座ヨシノヤ　銀座六丁目本店
創業百年を越える老舗靴専門店

41

这个店是鞋和包专卖店

http://www.ginza-yoshinoya.co.jp/
Ginza Yoshinoya is a shop of shoe and bag.

東京都中央区銀座6-9-6（銀座松坂屋前）

休 1/1

03-3572-0391
10:00～18:30

婦人靴・ハンド
バックを取り揃
えております

C-3

然林庵
こだわりの自家焙煎珈琲で至福のひとときを。
東京都中央区銀座6-7-6 銀座細野ビル6階

03-3289-5527
11:00～19:00

48

休 毎週火曜

http://zenrinan.com/index.html
We roast our beans to your satisfaction. 

E-2

有楽町阪急 ピンクハウス
いつまでも変わらない可愛らしさを求める女性に
東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町阪急5F

24

http://www.gedix.co.jp
PINK HOUSE is a shop of woman's fashion.
这个店销售着女性衣服和小东西

03-6215-9110
月火土11:00～20:30
水木金11:00～21:00
日・祝  11:00～20:00
休 有楽町阪急に準ずる

D-5

食べて綺麗になりたい貴女へ 本格イタリアン
東京都中央区銀座5-10-6 第一銀座ビル1F

03-3569-2101
11:30～15:00
   （LO 14: 30）
18:00～23:00
   （LO 22: 30）

74

正宗意大利餐厅

http://www.anlg.jp/ag/
Ag is a restaurant to eat authentic Italian food.

休 年末年始

Ag

得

B-4

AURUM
酒と泪と笑いと優しさ ドラマティックバー
東京都中央区銀座8-9-15 JEWEL BOX GINZA 11F

03-6252-3251
月～土18:00～4:00

75

轻松愉快的主题酒吧

休 日・祝日

http://www.anlg.jp/aurum/
AURUM is calm in the casual bar.

得

B-4

日本の季節を伝える和菓子をお届けします
東京都中央区銀座7-8-9

03-3569-2360
【1F】 
平　 日10:00～21:00
土・日・祝10:00～19:00
【2F】 11:30～19:00

76

http://www.kitchoan.co.jp/

休 年中無休

宗家 源 吉兆庵 銀座本店

"MINAMOTO KITCHOAN" is a traditional Japanese sweets shop.
日本传统点心屋

B-3

宝石のように美しい一口サイズのゼリー専門店
東京都中央区銀座8-4-23

03-5537-2963
平　 日10:00～21:00
土・日・祝10:00～19:00

79

http://www.ginza-rokumeikan.co.jp/

休 年中無休

ROKUMEIKAN 銀座本店

"ROKUMEIKAN" is a bite-size jelly shop as beautiful jewelry.
水晶般诱人的果冻专卖店

B-4

四季の風情と彩りを織り交ぜた懐石料理
東京都中央区銀座7-8-9

03-3569-2361
11:30～15:00
     （LO 14:00）
17:30～22:30
     （LO 21:30）

59

http://www.kitchoan.jp/dmsshop_s/index.html

休 年中無休
（土日祝はランチのみ）

松濤

"SYOTOH" is a fusion of taste and Kaiseki cuisine of seasonal colors.
具有代表性的传统日本料理

糖果 饼干

Food

フードフードフード

购物

Shopping

お買物お買物お買物

饮食 用餐

Gourmet

お食事お食事お食事

C-3

銀座夏野 本店
こだわりぬいた、お箸専門店

東京都中央区銀座6-7-4
03-3569-0962
月～土10:00～20:00 
日・祝10:00～19:00

44

筷子专营店

休 年中無休

http://www.e-ohashi.com/
Ginza Natsuno is a chopsticks shop.

C-2

焼酎 泡盛 豚の大地
口コミで広がった名物『梅ぶたしゃぶ鍋』
東京都中央区銀座6-2先 コリドー街GINZAはなれB1F

03-6274-5533
17:30～24:00

64

休 年中無休

http://www.kuuraku.co.jp/
Butanodaichi is famous for "Pork Shabu-shabu".
正宗日式猪肉火锅

D-5

串焼BISTRO 福みみ
女性に人気のおしゃれな”串焼きダイニング”
東京都中央区銀座5-10-9 銀座YKビルB1F

03-3289-2933
17:00～24:00

57

休 年中無休

http://www.kuuraku.co.jp/
Fukumimi is Japanese restaurant popular with woman.
女性人气极旺的日式餐厅

H-5

炭火串焼厨房 くふ楽
「銀座で一番！」と評判の本格炭火焼き鳥
東京都中央区銀座1-16-1 東貨ビルB1F

03-3538-6226
17:00～24:00

60

休 年中無休

http://www.kuuraku.co.jp/
You can eat the best yakitori in Ginza at Kuuraku.
这个店在银座是受欢迎日本菜店

E-5

Di PUNTO 銀座3丁目店
3月16日オープン！カジュアルビストロのお店。
東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル1F

03-6226-3830
平日 Lunch 11:30～15:00
        Dinner 18:00～24:00
土日祝 Lunch 11:30～18:00
        Dinner 18:00～24:00

69

休 年中無休

http://www.dipunto.com/

意大利面食馆
Openning on March 16! Shop in casual bistro.

得

A-2

ASICS STORE TOKYO
「銀座ランナー」のためのランニングショップ
東京都中央区銀座8-3-4 DKビルヂング1F/2F/3F

30

http://www.asics.co.jp/running/store/index.html

ASICS Store Tokyo is a running specialty 
store to support your healthy lifestyle.

03-3572-8301
平　日11:30～21:00
土日祝  9:00～18:00
休 不定休

B-2

そこは江戸町 銀座に用意された異空間
東京都中央区銀座8-2（1・2F コリドー街）

03-3289-9888
月～金11:30～14:00
祝前日11:30～14:00
土日祝11:30～17:00
全日    17:00～23:30

56

休 年中無休

土風炉 銀座コリドー街店

http://www.ramla.net/casual_restaurant/tofuro/
Tofuro is a Japanese restaurant.
那是银座具有旧街江户町文化传统的空间

D-1

銀座審美堂 日比谷店
人とジュエリーを愛しデザインする店
東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ1F

34

宝石饰品专卖店

http://shimbido.co.jp/
Shimbido is a shop of jewelry.

休 1月1日
（シャンテバザール前）

03-3501-1412
11:00～20:00

スターバックス
スペシャルティーコーヒーストア

http://www.starbucks.co.jp/

E-4

スターバックス銀座松屋通り店
STARBUCKS Ginza Matsuya St
東京都中央区銀座3-7-14 ESKビル1F
7:00～22:30／7:00～23:00（金・土）
03-5250-2751

C-4

スターバックス銀座みゆき通り店
STARBUCKS Ginza Miyuki St
東京都中央区銀座6-11-4 ニックス銀座ビル1F
7:00～22:30
03-5568-6110

C-2

スターバックス銀座コリドー通り店
STARBUCKS Ginza Corridor St
東京都中央区銀座7-2-22 銀座同和ビル
7:00～22:30（月～金）8:00～22:30（土）
8:00～22:00（日・祝）
03-3575-0938

F-4

スターバックス銀座マロニエ通り店
STARBUCKS Ginza Marronnier St
東京都中央区銀座3-7-3 銀座オーミビル1F
7:00～22:30
03-3567-5713

C-6

スターバックス銀座東銀座店
STARBUCKS HigashiGinza
東京都中央区銀座5-15-8 時事通信ビル
7:00～21:00（月～金）8:00～20:00（土日祝）
03-3544-6240

D-2

スターバックス銀座ファイブ店
STARBUCKS Ginza Five
東京都中央区銀座5丁目1番先 GINZA FIVE
7:00～22:30（月～土）10:00～22:00（日・祝）
03-6252-5995

休日：年中無休
STARBUCKS is Coffee store.

銀座周辺 検 索

銀座周辺の
情報が満載です！
銀座周辺の
情報が満載です！
銀座周辺の
情報が満載です！

http://www.ginzaweb.jp/

東京の新旧名所をひとめぐり

はとバス
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銀座周辺 検 索

東京・銀座周辺に
限定した地域の
お店や店舗や企
業の情報を簡単
に検索できます。
Search for area 
around Ginza.

銀座ガイド トップページ 
Top page

東京・銀座周辺エリアの検索

話題のお店から、隠れた名店まで、東京・銀座周辺エリアのお店情報を掲載しています。
グーグルやヤフーで、
「銀座ウェブ」を検索。
地図ダウンロードや、
地域情報が見れます。

The Ginza web 
can be seen on 
the Internet. 

宿泊・おでかけ・お食
事・お買物など、目的
にあわせて、ジャンル
別に一覧できます。
List page according 
to genre.

ジャンル別のリストページ

リストページ
List page

掲載のお問合せ  株式会社 エー・スクエア 03-3222-0511

お店や企業の情報
を掲載。写真やお店
案内の他、便利なリ
ンクも充実。
Shop information 
of Ginza.Tokyo.

ショップページ

ショップページ
Shop page

インターネットサイトからも
銀座周辺地図の情報をご覧頂けます。

掲載予約受付中！

菜单首页菜单

店铺网站
可直接登录店铺网站可按种类排列用互联网也能检索到

银座周边地区检索

Step
1

Step
2

Step
3

東京・銀座
周辺地図
掲載店
　クーポン

東京・銀座
周辺地図
掲載店
　クーポン

東京・銀座
周辺地図
掲載店
　クーポン

　 マークの付いている
お店に、東京・銀座周辺
地図をご持参いただくか 
このクーポン（コピー可）を
見せていただくとお得な
サービスが受けられます。

得

得

朝日稲荷前の街路樹・ハナミズキの植樹
（2010.3.17）

銀座ミツバチプロジェクトを通じて、
東京・銀座周辺地図の収益の
一部を地域緑化活動に寄付さ
せていただきました。地図掲載
店および、ホテル、全国のアン
テナショップ、地域の企業・団体・
店舗他、配布にご協力いただ
いた皆様ありがとうございました。

Let's Enjoy Ec
oLet's Enjoy Ec
o

Let's Enjoy Ec
o

Let's Enjoy Ec
o

掲載のお問合せ
株式会社エー・スクエア

03-3222-051103-3222-051103-3222-051103-3222-0511

D-5

ピーアーク銀座 ネオ
パチンコ・スロット両方楽しめます！

東京都中央区銀座5-12-6
03-6226-3060
10:00～22:50

91

http://www.p-ark.co.jp/
You can enjoy Pachinko and Slot machine!
老虎机娱乐场

休 無休

E-5

銀座フェニックスプラザ
様 な々ビジネスシーンやイベントに
東京都中央区銀座3-9-11 紙パルプ会館

03-3543-8118
9:00～21:00

94

http://www.kamipa-kaikan.co.jp/
Ginza PHOENIX PLAZA offers a meeting room for rent.
出租会议室

休 年中無休

E-4

銀座会議室三丁目
様 な々タイプの会議室をご用意
東京都中央区銀座3-7-10 松屋アネックスビル

03-3544-0611
9:00～21:00

96

http://www.kamipa-kaikan.co.jp/ginza/

Ginza Kaigishitsu 3 choume is 
a conference room of rental.

休 年中無休

G-3

銀座会議室一丁目
利用用途に合わせた会議室をご用意
東京都中央区銀座1-6-11 士志田ビル

03-3544-0611
9:00～21:00

95

http://www.kamipa-kaikan.co.jp/ginza/

Ginza Kaigishitsu 1 choume is 
a conference room of rental.

休 年中無休

F-5

テンピュール 銀座ショールーム
五感で感じる快眠空間 銀座ショールーム
東京都中央区銀座2-11- 8 デュープレックス銀座タワー2 /11

89

休 水・年末年始

03-6226-5868
11:00～20:00

http://www.tempur-japan.co.jp /ginza/

Showroom of Sleep space felt by senses.
Here, the commodity is sold.

D-3

銀座中条 本店「江戸座」
贅沢炊きの豆乳おかきとあんみつ大福

東京都中央区銀座5-6-15
03-3569-2925
月～土10:30～21:00
   日   10:30～20:00

81

休 年中無休

日式点心专卖店
Ginza Nakajyo is a shop lack of the bean 
juice and Jpanese-style confection． G-5

まつげエクステならお顔専門美容室で！
東京都中央区銀座1-13-9 栄楽ビル5F

03-3563-1070
11:00～22:00
（最終 20:30）

83

http://m.wom-tv.com/esthe/0130639/（携帯用）
http://ginza1.com/
Giniro no Kagami is a beauty shop of the face speciality.

休 不定休

お顔専門美容室 銀色の鏡

D-6

HOTEL 東急ステイ東銀座（築地）
全客室に洗濯乾燥機＆電子レンジ完備

東京都中央区築地4-11-5
03-5551-0109

【無料サービス】
★無料ネット回線
★朝食サービス

85

http://www.tokyustay.co.jp/hotel/HIG/
Tokyu Stay Higashi-Ginza.
配有微波炉的商用旅馆

A-3

ホテルコムズ銀座
こだわりの朝食ビュッフェが大人気！

東京都中央区銀座8-6-15
03-3572-4131
チェックイン13:00
チェックアウト11:00

86

http://www.hotelcoms.jp/ginza/
Hotel Coms's breakfast is recommended.
配有早餐的商用旅馆

F-3

銀座おとな塾 SANKEI GAKUEN
おとなを磨くカルチャーセンター
東京都中央区銀座2-5-4 ファサード銀座5F

03-5250-0719
申込受付時間
10:00～20:00

93

休 不定休

文化音乐教室

http://ginza010719.jp
"GINZA OTONA JYUKU" is a Further Education School.

G-3

銀座不動産情報完全紹介！
東京都中央区銀座2-4-1 銀楽ビル7F

97 株式会社 ピュアジャパン

"PURE JAPAN" is a real estate agent in Ginza.

休 土日祝

03-3538-1791
Fax：03-3538-1792
mail：access@pure-
         japan.co.jp
9:00～18:00

提供银座房地产信息

http://pure-japan.co.jp/

D-4

カラオケの鉄人 銀座店
47万曲歌えるのはカラ鉄だけ！
東京都中央区銀座5-9-11 緑ビル5～9F

03-5537-0670
12:00～翌6:00

90

卡拉OK店

休 年中無休

http://www.karaoke-ginza.com/
47 million songs to sing karaoke here !

F-5

あなたの美しさを最大限に引き出します。
東京都中央区銀座3-8-15 アパ銀座中央ビル6階B室

03-6228-6715
11:00～21:00
（最終受付 20:00）
まつ毛エクステ＆
ネイルサロン

※ネイルのみ月曜日定休

84

http://www.ginzaever.com/

休 無休

GINZA ever

"GINZA ever " is the eyelashes and a nail salon.
（美容所登録店舗）

G-2

北海道フーディスト八重洲店
産地・素材にこだわった約1,200種類を品揃え！
東京都中央区八重洲2-2-1 ダイヤ八重洲口ビル1F

98

http://www.foodist.co.jp/
This shop is a antenna shop of Hokkaido.

休 年末年始

03-3275-0770
物販10:00～20:00 
食事11:00～23:00 
　　（LO 22:30）

北海道地区特色物产店

F-2

北海道どさんこプラザ
「ホッとするおいしさ」1,000アイテム
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F

99

http://www.dosanko-plaza.jp/
This shop is a antenna shop of Hokkaido.

休 年末年始

03-5224-3800
10:00～19:30

北海道地区特色物产店

H-6

青森県特産品センター
"旬の青森の美味しいもの"でいっぱい！
東京都中央区新富1-3-9 東光ビル1F

100

http://www.aomori-shop.com/
This shop is a antenna shop of Aomori-ken.

休 日・祝・年末年始

03-5540-7311
平日10:00～18:00 
土曜10:00～15:30 

青森县地区特色物产店

F-2

秋田ふるさと館
「ふるさとの味」や「伝統の技」満載
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F

101

http://www.a-bussan.jp/shop/tokyo/
This shop is a antenna shop of Akita-ken.

休 年末年始

03-3214-2670
10:00～19:00

秋田县地区特色物产店

D-6

いわて銀河プラザ
いわて短角和牛肉など岩手の良品がぎっしり！
東京都中央区銀座5-15-1 南海東京ビル1F

102

http://www.iwate-ginpla.net/
This shop is a antenna shop of Iwate-ken.

休 年末年始

03-3524-8282
10:30～19:00

岩手县地区特色物产店

G-3

おいしい山形プラザ
山形のおいしいを詰め込みました！
東京都中央区銀座1-5-10 銀座ファーストファイブビル1F・2F

103

http://oishii-yamagata.jp/
This shop is a antenna shop of Yamagata-ken.

休 年末年始

03-5250-1750
10:00～20:00

山形县地区特色物产店

G-2

福島県八重洲観光交流館
福島を「体感」出来る観光案内所！
東京都中央区八重洲2-6-21三徳八重洲ビル1F

104

http://www.tif.ne.jp/
This shop is a antenna shop of Fukushima-ken.

休 年末年始

03-3275-0855
10:00～19:00

福岛县地区特色物产店

D-5

ぐんまちゃん家
群馬県の観光や物産の情報発信基地！
東京都中央区銀座5-13-19

105

http://kikaku.pref.gunma.jp/g-info/
This shop is a antenna shop of Gunma-ken.

休 年末年始

03-3546-8511
10:00～19:00

群马县地区特色物产店

F-2

しずおかプラザ
静岡県への旅のご案内やイベント情報を発信！
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館B1F

106

http://hellonavi.jp/
This shop is a antenna shop of Shizuoka-ken.

休 年末年始

03-3213-4831
9:30～18:00

静冈县地区特色物产店

F-2

いきいき富山館
富山の海山の幸が約800品目勢ぞろい！
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館B1F

107

http://www.toyamakan.com/
This shop is a antenna shop of Toyama-ken.

休 交通会館休館日

03-3213-1244
10:00～19:00
日・祝は18:00まで

富山县地区特色物产店

F-2

わかやま喜集館
和歌山県の特産品と観光情報がもりだくさん！
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館B1F

111

http://www.kishukan.com/
This shop is a antenna shop of Wakayama-ken.

休 年末年始

03-3216-8000
10:00～19:00
（日祝～17:00）

和歌山县地区特色物产店

F-2

ゆめぷらざ滋賀
歴史息づく近江です

東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館2F

109

http://www.biwako-visitors.jp/center/tokyo/
This shop is a antenna shop of Shiga-ken.

休 年末年始

03-5220-0231
9:15～18:00

滋贺县地区特色物产店

G-2

京都館
京都市のアンテナショップ

東京都中央区八重洲2-1-1ヤンマー東京ビル1F

110

http://www.kyotokan.jp/
This shop is a antenna shop of Kyoto-City.

休 3・9月最終水曜
年末年始

03-5204-2260
10:30～19:30

京都地区特色物产店

H-6

九州文化邑
九州各県の本格焼酎350種
東京都中央区新富1-12-12

112

http://kyushu.bunkamura.net/
This shop is a antenna shop of Kyushu.

休 日・祝
（第1・第3・第5土曜日）

03-3555-2888
月～金11:00～19:00 
土曜日11:00～17:00 

九州地区特色物产店

F-2

坐来 大分
大分をじっくり味わえるレストラン！
東京都中央区銀座2-2-2新西銀座ビル8F

113

http://www.zarai.jp/
This shop is a restaurant of Oita-ken.

休 日曜日・祝日
第1土曜日

03-3563-0322
17:30～23:00
（LO 22:00）
ギャラリー（物販）は
11：30より営業

大分县地区特色物产店

D-3

銀座熊本館
火・木・土は「野菜の日」新鮮野菜入荷！

東京都中央区銀座5-3-16

114

http://www.kumamotokan.or.jp/
This shop is a antenna shop of Kumamoto-ken.

休 月曜・年末年始

03-3572-1147
11:00～20:00

※月曜日が祝日の場合、
　次の平日
2階はくまもとサロン
「ASOBI・Bar」

熊本县地区特色物产店

D-1

かごしま遊楽館
鹿児島のおいしさと伝統をギュギュッと凝縮
東京都千代田区有楽町1-6-4 千代田ビル1～3F・9F
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http://www.pref.kagoshima.jp/yurakukan/
This shop is a antenna shop of Kagoshima-ken.

休

休

休

03-3506-9177
1F特産物販売／　   年末年始
10:00～20:00（土日祝～19:00）
2Fレストラン／　   年始
11:00～22:30（日祝～21:30）
3F工芸品展示販売・1F観光案内
10:00～18:00／　   年末年始

鹿儿岛县地区特色物产店

G-2

銀座わしたショップ
食品・泡盛・書籍等全てが沖縄一色！
東京都中央区銀座1-3-9 マルイト銀座ビル1F・B1F
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http://www.washita.co.jp/
This shop is a antenna shop of Okinawa-ken.

休 年始

03-3535-6991
10:30～20:00

冲绳县地区特色物产店

D-1

加賀・能登・金沢江戸本店
石川県を代表する品々を一同に集めた唯一の店！
東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝ツインタワービル1F

108

http://blog.kaga-noto-kanazawa.jp/
This shop is a antenna shop of Ishikawa-ken.

休 年末年始

03-3500-3883
11:00～19:00
毎月末は18:00まで

石川县地区特色物产店

F-2

むらからまちから館
全国47都道府県の特産品が勢ぞろい！
東京都千代田区有楽町2-10-1東京交通会館1F

117

http://murakara.shokokai.or.jp/
This shop is a shop where speciality in the region in Japan can be bought.

休 年末年始

03-5208-1521
10:30～19:30
日祝～19:00

日本全国特色物产店

日本地区特色店

Antenna Shop

アンテナショップアンテナショップアンテナショップ

娱乐

Entertainment

楽しむ楽しむ楽しむ
学习

Lesson

学ぶ学ぶ学ぶ

商务

Business

ビジネスビジネスビジネス

生活用品

Life

暮らし暮らし暮らし

宾馆

Hotel

泊まる泊まる泊まる
美容健康

Beauty & Health

美容健康美容健康美容健康

房地产

Real estate

不動産不動産不動産

E-4

NEAL’S YARD REMEDIES
英国生まれのアロマと自然派コスメショップ

東京都中央区銀座3-7-14
03-3538-3669
11:00～20:00

88

休 年中無休

http://www.nealsyard.co.jp/

British-born aroma and natural cosmetics.
Let your body relax from daily fatigue.

C-4

心と身体に優しい癒しのエステセラピー
東京都中央区銀座7-10-1 ホテルグレイスリー銀座3F

03-6858-1023
14:00～23:00

82

http://www.earth23.com/

ナチュラルセラピー アース

This shop is an esthetics salon.
美容沙龙

C-4

ホテルグレイスリー銀座
心地よいおもてなしでサポート
東京都中央区銀座7-10-13

03-6686-1000
銀座中央通りすぐ裏手。
各種プランをご用意して
ます。
チェックイン14:00
チェックアウト11:00
客室数270室

87

http://www.gracery-ginza.com/
We support comfortable Ginza stay.
舒适的商用宾馆

F-4

銀座十字屋ハープ＆フルートサロン
優雅な音色を奏でるハープ＆フルートレッスン
東京都中央区銀座3-5-4 十字屋ビル8階

03-3535-2831
平日10:00～21:00 
土　10:00～19:00 
日　10:00～18:00 

92

http://www.jujiya.co.jp/ 
Ginza Jujiya Harp & Flute Salon is a music class of Harp & Flute.
竖琴，长笛音乐教室

休 祝祭日、年末年始

http://rakuraku-hp.net
株式会社 シティウェブ  東京都中央区銀座3-9-11
03-3545-0321（電話受付時間 平日10時～16時）

簡単！ 便利！お手頃価格！

高額な制作費、
複雑な料金設定、
たびかさなる更新料
それらの悩みが解決される
シンプルで使いやすい
ホームページをご提案いたします。
お気軽にご相談下さい。

ホームページも
レンタルする時代です。
ホームページも

レンタルする時代です。
ホームページも

レンタルする時代です。

03-3201-2725
東京都千代田区丸の内1-10-15F

（東京営業所）
http: //www.hatobus.co.jp/
休日 : 年中無休  8:00～19:00

Hato Bus is Tokyo's foremost 
sightseeing bus service, providing 
convenient one-day trips to all of 
Tokyo's best tourist spots.

白鶴酒造株式会社
東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビルディング

白
鶴

銀座のハチミツ
プレゼント
銀座のハチミツ
プレゼント
銀座のハチミツ
プレゼント

①東京・銀座周辺地図のご感想
②お名前    ③ご住所  
④お電話番号
上記必ず明記下さい。
当選者の発表は発送をもってかえさ
せていただきます。
応募〆切り  2010年8月3日消印有効

〒104-0061
東京都中央区銀座3-9-11
紙パルプ会館B2
（株）シティウェブ
「銀座ウェブハチミツプレゼント係」

東京・銀座周辺地
図のご感想を官製
ハガキにて下記宛
先までお送り下さい。
抽選で、20名様に〈銀座のハチミツ〉
をプレゼント致します。 

応募内容


