
木挽町広場出店一覧（7月）

店舗(1) 伊場仙
種類 扇子
特色 創業天正十八年。

日本橋の老舗「伊場仙」が木挽町広場に御目見得。
江戸より伝わる伝統美が、日本の夏を彩ります。

【商品】
江戸扇子 4,100円など

店舗(2) 嵐山さくら桟敷
種類 雑貨
特色 月と桜をモチーフにした「かんざし」

「髪飾り」などの「和雑貨」を販売。
生まれた日の月の形がデザインされた
「月のがま口」も好評です。
【商品】
　かんざし 1,080円　月のがま口 2,138円
　浴衣 4,900円から　※浴衣販売中

店舗(3) Paper glass
種類 老眼鏡
特色 鯖江製“薄さ2mmの老眼鏡”で話題！

3タイプ・5カラーのフレーム、4つの度数が選べ、
携帯用ケース付きで16,200円から。

【商品】
Paper glass 16,200円など

店舗(4) 職人催事
種類 雑貨
特色 祭り絵師として活躍の船橋一泰が7月限定出店。

「かんざし」「和アクセサリー」「江戸切子」などを
取り扱う店舗がそれぞれ入れ替わり出店する予定です。

【商品】
　「干支開運根付」1,296円
　「Tシャツ」3,942円

店舗(5) 株式会社廣尾瓢月堂
種類 洋菓子
特色 有名パティシェ「ムッシュマキノ」の

牧野眞一氏がプロデュース。
しっとりと、甘さ控えめのショコラケーキです。

【商品】
　ショコラケーキ
　　5個入600円、9個入1,100円
　歌舞伎座ソフトサブレ 10個入 800円
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店舗(6) 大黒堂
種類 菓子
特色 瓦煎餅は、最高級の小麦粉と卵をふんだんに使用し、

サブレ風にさっくりと焼き上げました。
人形焼きは、歌舞伎座場内でも実演販売している
人気のお品です。
http://www.kabuki-za.co.jp/tokusen/daikokudou.html
　　　【商品】　瓦煎餅2枚×10袋入 1,300円
　　　　人形焼15個入 1,300円

店舗(7) ジャテックス
種類 抹茶飲料
特色 “振れば、お茶室”飲みたい時に振って点てる抹茶飲料。

上品な香りとやわらかな味わいをお楽しみいただけます。
遥香八女茶、遥香オーガニックが新登場！
※7月限定出店
【商品】
遥香500円 
遥香八女茶300円

店舗(8) 菓匠 花見
種類 和菓子
特色 『白鷺宝』でお馴染みの和菓子店。

歌舞伎座場内の売店でも人気です。
http://www.kabuki-za.co.jp/tokusen/hanami.html

【商品】
白鷺宝10個入 850円 
詰合せ10個入 1,050円

店舗(9) 和座
種類 和菓子・雑貨
特色 昔から体に良いとされている吉野葛だけを

使用した、極上くずもちです。
http://www.kabuki-za.co.jp/tokusen/waza.html
生の「紀州梅干」を贅沢に使った「生茶漬」も販売中
　　【商品】
　　　　くずもち1,200円
　　　　生茶漬3食入1,650円

店舗(10) 平木製菓
種類 菓子
特色 次世代に伝えたい本手焼き菓子。

バター・卵・牛乳を使用しない後味の良さが好評です。
歌舞伎座場内の売店でも販売しております。

【商品】
俳風お好焼5枚入 700円
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＊ 店舗(11) 星果庵
種類 金平糖
特色 老舗のお茶屋「宇治園」が、

お茶請けとして創り出した「金平糖」。
夏に人気の「ソーダの金平糖」好評発売中！
　　　　【商品】
　　　　 カラフル金平糖 540円　和三盆金平糖 864円 
　　　  SHIO(塩)の金平糖 756円　ソーダの金平糖540円

店舗(12) 東吉（白金かりんとう）
種類 菓子
特色 奈良時代からのお菓子『かりんとう』に

白金の上質なエッセンスをプラスしました。

【商品】
黒糖、わさび、きなこ、ごま等　各380円

店舗(13) 岡畑農園
種類 梅干し
特色 完熟フルーツのような香りを放つ紀州の完熟梅を

そのままに、甘口で仕上げたはちみつ梅干し
「幻の梅」が評判です。

幻の梅700円 梅びしお600円

店舗(14) 山田屋
種類 山田屋まんじゅう
特色 創業慶応三年。一子相伝で守り続けた伝統の味。

ほどよい甘さで後口の良い、おまんじゅうです。

【商品】
山田屋まんじゅう６個入800円、10個入1,200円

店舗(15) むら里
種類 和菓子
特色 いちじくのお饅頭「熟 おひとつ」

羽二重餅と一筋まんじゅう、二つの素材の「両」
八女抹茶と一の塩の「ソフトキャラメル」、
「宰の青梅」キャンディがお勧め！

    【商品】 熟 おひとつ10個入1,300円、両（ふたつ）6個入800円
ソフトキャラメル500円、宰の青梅450円
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店舗(16) 慎
種類 健康茶・食品
特色 二十四種類の野草・穀物・果実を調合した絢爛茶。

国産原材料にこだわったノンカフェイン健康茶です。
※「めんべい」 の販売始めました

　　　　【商品】
　　　　絢爛茶缶100g  1,000円
　　　　めんべい850円

店舗(17) はかた寿賀や
種類 からすみ
特色 博多の明太子が「からすみ」になりました。

からすみにすることで味を凝縮、辛子明太子の旨味を
最大限に引き出し、どんなお酒にも合う珍味です。
この時期人気！アイスクリームの
フリーズドライ「菓楽(から)」（7種）も販売中。

　　　【商品】 「小袋入」各550円　「1本もの」各1,000円
「菓楽(から)」各600円

店舗(18) べっ甲イソガイ
種類 べっ甲
特色 「ネックレス」や「髪飾り」の他、

普段使いで満足いただける「イヤリング」
「ピアス」などもご用意。
※7月限定出店
【商品】
ネックレス16,000円など
イヤリング・ピアス3,000円など

店舗(19) 一心堂本舗
種類 菓子
特色 べっこう飴に紀州の南高梅を浮かべた甘酸っぱい飴。

歌舞伎演目が描かれ個包装も人気のひとつです。

【商品】
　　　　 　べっこう梅飴500円

　ごぼう煎350円
　隈取フェイスパック　900円

＊ 店舗(20) 季節のお勧め 
種類 和雑貨
特色 夏を前に「季節のお飾り」を揃えました。

「昔ながらの金魚鉢」は金魚を水に浮かべて
涼しさが感じられます。
「たらい糸つり金魚」、「九谷焼コースター」が登場。
海外の方へのお土産にも人気です。
【商品】
　昔ながらの金魚鉢2,200円 九谷焼コースター1,100円
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店舗(21) ほにや
種類 和雑貨・食品
特色 “普段使いの和”を提案する和雑貨「ほにや」。

縁起の良い「菊」「麻の葉」などをデザインした
バックや手提げ巾着が人気！
「ミレービスケット」「塩二郎シューラスク」など食品も販売中！
※7月限定出店
【商品】
バック5,832円 手提げ巾着4,104円 ミレービスケット270円

店舗(22) にほんぼう
種類 箸
特色 原材料にこだわった箸専門店。

箸に名前などを入れたプレゼントは喜ばれる一品。
8月4日「箸の日」にちなみ、「お箸ポスト」を設置中。
不要になったお箸をぜひお持ちください！
【商品】
　歌舞伎座オリジナル桐箱入セット 4,968円～
　けずり箸 1,800円～

店舗(23) 水心
種類 水引
特色 縁起物の水引細工。

歌舞伎座限定の商品もご用意しました。
職人による家紋の口上は必聴です。

【商品】
家紋ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ 2,500円

店舗(24) 蘭蝶
種類 雑貨
特色 “元気で綺麗になって歌舞伎をご覧になっていただく”

歌舞伎の“舞台紅”から誕生した口紅「檪紅（らくべに）」、
モダンなデザインで“変わり結び”にも適した
リバーシブルの「細帯」、絹を球形にした置物「絹てまり」など。
【商品】
　檪紅 3,780円、絹てまり2,000円～、細帯35,640円など

店舗(25) 松竹歌舞伎屋本舗
種類 和雑貨・菓子
特色 大人気の『ＫＡＢＵＫＵ～へん』と伝統の紋様を

あしらった小物がいっぱいです。
歌舞伎座限定8重ガーゼはんかちも好評発売中

【商品】
ＫＡＢＵＫＵ～へん1,080円
8重ガーゼはんかち648円
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店舗(26) クロネコヤマト宅急便
種類 宅配
特色 全国どこへでも真心こめて、お客様の大事な

お荷物をお届けします。
歌舞伎座絵柄のオリジナルの箱をご用意しています。


