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昨夏 20 万人を動員した「アートアクアリウム」と連携、日本橋が浴衣と金魚一色に 

「ECO EDO 日本橋 2013 ～五感で味わう、江戸の涼～」 
2013 年 7 月 13 日（土）～9 月 23 日（月・祝）日本橋地区で開催 

 
ECO EDO 日本橋 実行委員会および名橋「日本橋」保存会は、日本橋地区において 2013 年 7 月 13 日（土）
から 9 月 23 日（月・祝）までの期間、夏の涼を楽しみ、江戸時代の人々の知恵と工夫を体感する    
夏のイベント『ECO EDO 日本橋 2013 ～五感で味わう、江戸の涼～』を開催いたします。 

電力の恩恵がなかった江戸時代の暮らしをヒントに、楽しみながら涼をとる知恵や工夫を現代風にア
レンジした取り組みが『ECO EDO 日本橋』です。浴衣での街歩きや打ち水、日本橋船着場からのクル
ージング、納涼怪談等、“涼”を五感で味わう日本橋らしい ECO スタイルを実感していただけます。 

本年は、昨夏日本橋で 20 万人を動員した「アートアクアリウム 2012～江戸・金魚の涼～」の総合   
プロデューサーである木村英智氏が、本イベントをプロデュースいたします。夏の風物詩である金魚
にスポットを当てた「アートアクアリウム」と、日本橋らしい ECO スタイルのひとつである「浴衣」
との連携イベントにより、日本橋の街が鮮やかに彩られます。 
 
また、本年も引き続き、環境省が推進する「クールシェア」の活動と連動してイベントを展開してま
いります。江戸時代から現代まで続く日本橋地域の 140 店を越える老舗店舗が、自宅のエアコンを  
消して浴衣姿で涼しい場所をシェアする『日本橋クールシェア』として一丸となることで、日本橋  
らしいエコを発信してまいります。 

 

「ECO EDO 日本橋 2013 ～五感で味わう、江戸の涼～」 主なイベントおよび連携イベント 

◆日本橋の涼を訪ねる 「ゆかた・アートアクアリウム特典」（7 月 13 日～9 月 23 日） 

老舗店舗を含む 144 店舗（6月 21 日現在）で、浴衣着用、もしくはアートアクアリウム 2013 の半券で、 

ワンドリンク無料や涼アイテムプレゼントなど限定サービスを提供します。 

◆涼を呼ぶ江戸時代の知恵 「橋の日 打ち水大作戦」（8 月 4 日） 

橋の日（8/4）に「日本橋」上で打ち水を実施。当日は、浴衣の着付け・着直しが受けられる「ゆかた     

ステーション」を無料（先着順）とし、日本橋を浴衣姿で散策いただけます。 

◆ECO ECO 日本橋 ダイナースクラブ アートアクアリウム 2013～江戸・金魚の涼～ （7月 13 日～9月 23 日） 

江戸時代から夏の風物詩として日本人に親しまれてきた“金魚”をテーマに、和をモチーフにデザインさ

れた水槽と、光・映像など最新の演出技術が融合した水中アートの展覧会。3回目となる今年は新作が  

多数登場し、進化を遂げたアートアクアリウムの世界が日本橋の夏の涼を彩ります。 

◆水辺で涼を取る 「日本橋クルージング ～日本橋からの舟遊び～」 

「日本橋」の袂の船着場を起点に、大小様々な船が発着。クルージングで涼を取りながら、数々の橋や  

東京スカイツリー等の景色がお楽しみいただけます。(開催日･コース等は事業者により異なります。） 

 

  



・ECO EDO 日本橋とは 

2008 年 8 月、名橋「日本橋」保存会や地元団体、企業などが中心となり「ECO EDO 日本橋 実行委員

会」を設立。「人と人、人と自然のつながりを大切にしていた江戸の人々の共生の精神を今に伝え日

本橋ならではの新たなスタイルを創造し、発信するまちへ」をテーマに掲げ、『ECO EDO 日本橋 宣言』

を行いました。 

 

 

ECO EDO 日本橋 宣言 

 

江戸のまちに暮らす人々は、モノを大切に使い、 

自然とも共生する知恵と技術で、循環型社会を実現していました。 

持続可能な「平和」の時代を支えていたのは、 

人と人とのつながりを重んじる心、 

自分勝手なふるまいを慎み、自分も周りも気持ちよく暮らす生き方です。 

 

雨の日、狭い路地ですれ違う時に傘を外側に傾ける「傘傾げ」もその一つ。 

互いに濡れないようにという「思いやり」の気持ちと、 

傘が破れないようにという「モノを大切に使う」気持ちがあります。 

 

ECO EDO 日本橋とは、 

そんな江戸のまちに息づいていた共生の精神をいまに伝え、 

日本橋ならではの新たなスタイルを創造し、発信するまち。 

 

人と人、人と自然のつながりを大切にする心で築いていく循環型社会。 

新旧の知恵を生かしたまちづくりが、日本橋からはじまります。 

 

 

・名橋「日本橋」保存会とは 

天下の名橋であり、五街道の起点である「日本橋」が高速道路によって覆われ、美観が損なわれてし

まったのは 1963 年のこと。この「日本橋」を蘇らせ、少しでも良い状態で後世に伝えたいと、1968

年に本会が発足しました。現在は「橋洗い」など様々なイベントを通して、日本橋の PR 活動を行っ

ています。 

 

・『クールシェア』とは 

環境省では、6月 1日から 9月 30 日まで地球温暖化対策の一環として 

「スーパークールビズ」を推進しています。その取り組みの中のひとつ 

『クールシェア』では、一人一台のエアコン使用をやめ、涼しい場所を 

みんなでシェアすることを呼びかけています。家族で一つの部屋で過ごしたり、  

図書館やカフェ等で涼むことで、夏を快適に乗り切るだけでなく、家族や地域の絆

も深めることができます。 

(参考 URL: http://www.challenge25.go.jp/practice/coolbiz/coolbiz2013/coolshare.html) 

 

・三井不動産株式会社は日本橋地域の活性化と、新たな魅力の創造を目的とする官民地元一体の活動

「日本橋再生計画」を推進しています。その一環として本イベントに特別協賛いたします。 

 

※本日、この資料は、次の記者クラブに配布しています。 

○国土交通記者会 ○国土交通省建設専門紙記者会 ○都庁記者クラブ  

○環境省記者クラブ ○環境記者会 

 

本件に関する取材お問合せ先 

株式会社プラップジャパン 町田、江川、竹之下、星川 

TEL：03-4580-9103 FAX：03-4580-9129 



添付資料① 

＜「ECO EDO 日本橋 2013 ～五感で味わう、江戸の涼～」実施詳細＞ 

実 施 期 間：2013 年 7 月 13 日（土）～9月 23 日（月・祝）  

主 催：ECO EDO 日本橋 実行委員会、名橋「日本橋」保存会 

総合プロデュース：木村英智（株式会社エイチアイディー・インターアクティカ） 

特 別 協 賛：三井不動産株式会社 

特 別 協 力：環境省 

協 力：コレド日本橋、コレド室町、東京織物卸商業組合、日本橋北詰商店会、日本橋髙島屋、 

日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会、日本橋三井タワー、日本橋三越本店、 

日本橋みゆき通り街づくり委員会、日本橋料理飲食業組合、 

日本橋六之部連合町会青年部日八会、東日本橋やげん堀商店会、久松料理飲食業組合、 

三井記念美術館、YUITO （五十音順） 

後 援：中央区、中央区観光協会（いずれも予定） 

問 合 せ 先：ECO EDO 日本橋 2013 運営事務局  

TEL 03-3270-2590（7 月 12 日～）[受付時間] 10:00-20:00 

 

＜主催イベント＞ 

■ゆかた・アートアクアリウム特典 

開 催 日：7月 13 日（土）～9月 23 日（月・祝） 

開 催 場 所：日本橋周辺の飲食物販店・商業施設・文化施設 

参加店舗数：144 店舗（6月 21 日現在） ※添付資料②参照 

内 容：「ECO EDO 日本橋 2013」の開催期間中、浴衣着用の方や、アートアクアリウムの半券で、

割引やドリンクサービス、特別メニューの提供などの特典が受けられます。浴衣で日本

橋に出掛ければ、よりお得に、より涼しく、様々なイベントをお楽しみいただけます。 

詳細は「ECO EDO 日本橋 2013」の特設ホームページで後日公開を予定しております。 

※参加店舗および特典内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

※参加店舗により特典利用条件が異なりますのでご確認ください。 

 

■「橋の日」 打ち水大作戦 

開 催 日：8月 4日(日)  

時 間：14:00-15：00 

会 場：日本橋 滝の広場  

内 容：「橋の日」（8月 4日）に、日本橋の橋上で“打ち水”を実施します。 

ゲストや来賓者の挨拶から始まり、浴衣姿の地元の方々や女性らによる打ち水により、

日本橋から“日本の夏の涼”を発信します。当日は浴衣の着付け・着直しが受けられる

「アートアクアリウム ゆかたステーション」を無料（先着順）とし、日本橋を浴衣姿

で散策いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

橋の日 打ち水大作戦 
（昨年の様子） 



アートアクアリウム 2012 
（昨年の様子） 

＜連携イベント＞ 

■ECO EDO 日本橋 ダイナースクラブ アートアクアリウム 2013 ～江戸・金魚の涼～ 

開 催 日 時：7月 13 日（土）～9月 23 日（月・祝）11：00-23：30 ※最終入場 23：00 

アートアクアリウム （11：00-19：00）/ナイトアクアリウム （19：00-23：30） 

開 催 場 所：日本橋三井ホール （コレド室町 5階） 

主 催：株式会社エイチアイディー・インターアクティカ 

総合プロデュース：木村英智 

特 別 協 賛：ダイナースクラブ（シティカードジャパン株式会社） 

入 場 料：料金…大人 1,000 円（税込）／子供（小学生以下）600 円（税込）※3歳以下は無料 

内 容：昨夏、20 万人を動員した「アートアクアリウム」を再び日本橋で開催。今年は、京都の 

伝統工芸品のひとつである“京友禅”の最高峰の着物を水槽に埋め込み、生きた金魚と 

3D プロジェクションマッピングで、着物の柄を表現する新作「キモノリウム」など、 

新作が多数登場。 

また、19：00 からは「ナイトアクアリウム」を開催。音楽や照明の演出が変わり、ドリ

ンクを片手にお楽しみいただけます。 

ホームページ：http://h-i-d.co.jp/art/ 

お客様問合せ先：TEL 03-3270-2550（7 月 12 日～） 

取材問合せ：TEL 03-4580-9103（株式会社プラップジャパン：町田、江川） 

※土曜日・祝前日の 19:00 以降は、スペシャルライブを開催予定です。 

※22：00 以降は未成年の入場不可。 

※一部ご入場頂けない日時がございます。公式 HP でご確認の上、ご来場ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ECO EDO 日本橋 ダイナースクラブ アートアクアリウム 2013 ～江戸・金魚の涼～」のプレスリリースを 

ご用意しております。ご希望の方は上記、プラップジャパン担当者までお問合せください。 

 

 

■日本橋金魚すくいグランプリ 決勝ラウンド 

開 催 日 時：8月 4日（日）16：00～（予定） 

会 場：日本橋 滝の広場 

主 催：株式会社エイチアイディー・インターアクティカ 

内 容：全国から腕自慢が集まる金魚すくいの祭典「日本橋金魚すくいグランプリ」を初開催。

日本橋橋の広場で決勝ラウンドを行います。日本橋三越本店（7月 13 日～14 日）や日本

橋髙島屋（7月 20 日～21 日）など、地域の商業施設で開催される予選会を勝ち進んだ猛

者たちが、優勝をかけて自慢の技術を披露し合います。 

予選会の詳細情報は主催者ホームページ（http://h-i-d.co.jp/）で後日発表いたします。 

お客様問合せ先：ECO EDO 日本橋 2013 運営事務局 TEL 03-3270-2590（7 月 12 日～） 

 

新作「キモノリウム」 作品イメージＣＧ



 

■アートアクアリウム ゆかたステーション（完全事前予約制） 

開 催 日 時：7月 13 日（土）～9月 23 日（月・祝）10：00-21：00（最終受付 20：45） 

会 場：コレド日本橋 地下 1階 アトリウム 

主 催：株式会社エイチアイディー・インターアクティカ 

      （8 月 4 日（日）は ECO EDO 日本橋 実行委員会 主催で開催） 

協 力：コレド日本橋 

料 金：3,000 円（税込） ※アートアクアリウム入場券（優先入場特典）＋浴衣着付けセット 

販 売 方法：全国のセブン-イレブンのセブンチケット（7月 1日販売開始予定） 

内 容：昨年、ご好評いただいた、「ゆかたステーション」の開催期間を大幅に拡大。 

本年は、アートアクアリウムの入場券と着付師による浴衣の着付け・着崩れ直しサービ 

ス（浴衣はご自身で持参）がセットになった、日時指定（完全事前予約制）の特別チケ 

ットを発売いたします。 

本チケットをご利用の方は、優先的に『ECO EDO 日本橋 ダイナースクラブ アートア 

               クアリウム 2013～江戸・金魚の涼～』にご入場いただけます。浴衣姿で日本橋の涼をお 

楽しみください。 

また、「橋の日」である 8月 4日は、ECO EDO 日本橋 2013 主催イベントとして、 

浴衣の着付け・着崩れ直しサービスを無料（先着順）でご利用いただけます。 

お客様問合せ先：ECO EDO 日本橋 2013 運営事務局 TEL 03-3270-2590（7 月 12 日～） 

※浴衣はご自身で持参いただきます。 

※8月 4日の無料 浴衣着付け・着崩れ直しサービス（先着順）には、アートアクアリウム入場券 

（優先入場特典）は付いておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アートアクアリウム フォトステーション 

開 催 日 時：7月 13 日（土）～9月 23 日（月・祝）10：00-20：00 

会 場：コレド日本橋 地下 1階 アトリウム 

主 催：株式会社エイチアイディー・インターアクティカ 

協 力：コレド日本橋 

料 金：無料 

内 容：アートアクアリウムプロデューサー 木村英智の代表作でもある、約 1,000 匹の金魚が 

泳ぐ巨大金魚鉢「花魁（Oiran）」の原寸大パネル（高さ約 2ｍ）など、アートアクアリ 

ウムの人気作品がプリントされたフォトパネルが登場。 

日本橋の思い出に、どなたでも気軽に記念撮影スポットとしてご利用いただけます。 

お客様問合せ先：ECO EDO 日本橋 2013 運営事務局 TEL 03-3270-2590（7 月 12 日～） 

昨年の様子 



 

■日本橋クルージング ～日本橋からの舟遊び～ 

①「ゆらり遊覧日本橋」 

開 催 日：7月 13 日（土）、14 日（日）／9月 21 日（土）、22 日（日） ※雨天決行 

運航コース：日本橋船着場～清洲橋 

便 数：1便 11：00-11：45／2 便 12：00-12：45／3 便 13：00-13：45 

4 便 14：30-15：15／5 便 15：30-16：15／6 便 16：30-17：15 

乗 船 料：大人 1,500 円／小学生 700 円 （いずれも税込） 

定 員：各便 50 名 

予 約 受 付：NPO 法人水都東京を創る会 HP（http://suito.or.jp）より 

メールによる事前予約制 ※各前日締切、当日受付あり 

主 催：NPO 法人水都東京を創る会 

内 容：新造船「粋人丸」で、東京スカイツリーのビューポイント“清 

洲橋”を目指す 45 分間のクルーズ。経験豊かなガイドが 

同乗し、川風に吹かれながら、亀島川を回って日本橋へ戻り 

ます。参加者には、地元老舗の特典クーポン券を進呈。 

お客様問合せ先：TEL 03-5823-0441 HP：http://suito.or.jp 

 

②「日本橋川・神田川めぐり」 

開 催 日：臨時便（※運航状況はお問合せください） 

運航コース：日本橋船着場～日本橋川～隅田川～神田川（聖橋付近Ｕターン） 

乗 船 料：大人 2,000 円／子供（小学生）1,000 円 （いずれも税込） 

主 催：東京水辺ライン 

内 容：小型水上バス「カワセミ」で、日本橋川から神田川までめぐ 

る約 80 分のクルージング。川幅が狭いため、両岸の景色を間 

近に堪能でき、途中の隅田川の開放感も楽しめます。 

運 休 日：月曜日運休（祝日の場合は翌日） 

お客様問合せ先：TEL 03-5608-8869（9：00-17：00）  

HP：http://www.tokyo-park.or.jp/waterbus 

 

③「日本橋クルーズ」 

開 催 日：不定期運航（※運航状況はお問合せください） 

運航コース：日本橋船着場～日本橋川～隅田川 

乗 船 料：大人 1,500 円／子供（小学生）800 円 （いずれも税込） 

主 催：東京湾クルージング 

内 容：清洲橋・永代橋など、橋の名所を約 45 分でめぐり、東京の川 

を再発見するお手軽クルーズ。 

お客様問合せ先：TEL 03-5679-7311 HP：http://www.ss3.jp 

 

④「お江戸日本橋舟めぐり～歴史感じるお散歩クルージング～」 

開 催 日：不定期運航（※運航状況はお問合せください） 

乗 船 料：2,500 円～3,500 円（税込） 

主 催：江戸東京再発見コンソーシアム 

内 容：静かな電気ボートで江戸東京を再発見する 5つの通常コー

スのほか、7～9月は人気の季節便「夕涼み舟」も運航。 

貸切便も対応可。 

お客様問合せ先：TEL 03-3668-0700（平日 9：00-12：00／13：00-17：00）  

HP：http://www.edo-tokyo.info 

新造船「粋人丸」 

「エスエス NANO 1 号」 

イメージ 

小型水上バス「カワセミ」



七夕ゆかたまつり 
（昨年の様子） 

講談師・一龍斎貞水

⑤「リムジンボート体験クルーズ」（完全事前予約制） 

開 催 日：7月 28 日（日）、8月 4日（日）、11 日（日）、18（日）、25 日（日）、 

9 月 1 日（日）、15 日（日）、29 日（日） 

運航コース：日本橋船着場～清洲橋～大川端 

便 数：1便 13：00／2 便 13：40／3 便 14：20／4 便 15：20 

5 便 16：00／6 便 16：40／7 便 17：20 

乗 船 料：1,000 円（税込） 

主 催：観光汽船興業株式会社 

内 容：今夏デビューする‘水上のファーストクラス’リムジンボー 

トで日本橋から清洲橋、大川端をめぐり日本橋に戻る約 30 

分のクルーズです（完全事前予約制）。ゆかた・アクアリウム

特典でウェルカムドリンクをサービスします。 

予 約 方 法：下記電話番号にて事前予約受付（7月 17 日～） 

お客様問合せ先：TEL 0120-929-963 HP：http://www.limousineboat.com（7 月 15 日開設予定） 

 

■日本橋納涼怪談 

開 催 日 時：8月 4日（日）16：00～ 

会 場：三越劇場 

入 場 料：4,500 円(全席指定・税込) 屋上ビアガーデンセット 7,500 円（税込） 

主 催：芝居茶屋 新日屋 

内 容：講談師・人間国宝 一龍斎貞水氏による怪談噺で夏の夜を日本橋

三越で涼しく過ごせます。終演後にお楽しみいただく屋上ビア

ガーデンとのお得なセット券もあります。 

お客様問合せ先：TEL 03-5662-5403 (芝居茶屋 新日屋)  

HP：http://www.shinnichiya.com 

 

■第 29 回 七夕ゆかたまつり 

開 催 日 時：7月 5日（金）11：00-20：45 

会 場：堀留交差点 外与ビル前 (東京都中央区日本橋堀留町 1-10-12) 

主 催：きものシティ東京実行委員会 

内 容：“ゆかたの日（7/7）”を前に、恒例の「七夕ゆかたまつ 

り」を開催。浴衣着用者を対象にした「抽選会」や、 

日本橋の街で夏の涼を演出する「ゆかたで歩こう 日本橋」 

のほか、今年は日本橋三井ホールで「七夕ゆかたパーテ 

ィー」も行います。立食ディナーを味わいながら、ファ 

ッションデザイナー・コシノジュンコさんのトークショ 

ーなどを楽しめます。イベントスケジュールなどの詳細 

は下記ホームページをご覧ください。 

お客様問合せ先：TEL 03-3663-2104 (東京織物卸商業組合) HP：http://www.tafs.or.jp 

 

■ゆかたファッションショー 

開 催 日 時：7月 6日(土)  14：00～ 

会 場：日本橋髙島屋 1 階 正面ホール 

主 催：日本橋髙島屋 

内 容：近隣の企業にお勤めの方、お住まいの方がモデルとなり、日本橋髙島屋がこの夏お勧め

する浴衣で登場する「ゆかたファッションショー」が行われます。 

モデル人数：合計 15～20 名程度 

お客様問合せ先：TEL 03-3211-4111 (日本橋髙島屋) 

「リムジンボート」 

イメージ 



●イベントスケジュール 

 

 

●イベントマップ  

   

  



添付資料② 

＜ゆかた・アートアクアリウム特典 参加店舗・施設＞（6 月 21 日現在） 

※詳細は「ECO EDO 日本橋 2013」の特設ホームページで後日公開を予定しております。 

ご利用の際には「ECOEDO 日本橋 ゆかた・アートアクアリウム特典を見た」と必ず各店スタッフにお申し付けください。 

原則として、店舗で購入・飲食されたお客様が対象となります。 

※条件表記について  ○＝浴衣・半券対応  半券＝半券のみ対応  浴衣＝浴衣着用者のみ対応 

 

■ 日本橋室町・本町、日本橋エリア 

NO. 店舗名 カテゴリ 特典内容 条件 電話番号 

1 株式会社八木長本店 鰹節・乾物食品 枯節かつおパック 1 個プレゼント ○ 03-3241-1211

2 割烹 松楽 
日本料理・ 

とんかつ 
グラス生ビール（1 杯）サービス ○ 03-3241-3573

3 ＺＥＮ茶’ｆｅ カフェ ドリンク（M サイズ）半額サービス ○ 03-3270-3672

4 室町砂場 日本そば 生ビール 1 杯、またはお汁粉 1 杯サービス ○ 03-3241-4038

5 らいん カレー専門店 カレーご注文の方 100 円引き ○ 03-3279-5084

6 割烹 とよだ 割烹 手ぬぐいプレゼント ○ 03-3241-1025

7 神茂 半ぺん、蒲鉾 
1,500 円以上ご購入の方に「だしの素（大）｣1 本プレゼ

ント 
○ 03-3241-3988

8 蛇の市本店 鮨 
お 1 人様 2,000 円以上お食事された方に『和装巾着

袋』プレゼント 
○ 03-3241-3566

9 
山本海苔店  

日本橋本店 
海苔小売販売 

購入金額にかかわらず『海苔茶漬け 2 袋入』プレゼン

ト 
○ 03-3241-0290

10 
日本橋室町  

豊年萬福 
和食居酒屋 会計金額より 5％オフ ○ 03-3277-3330

11 三井記念美術館 美術館 

展覧会会期中、入館料を割引（一般 1,200 円→900

円、大学・高校生 700 円→600 円） ミュージアムショッ

プにて「大妖怪展」図録をご購入の方に館蔵品デザイ

ン絵葉書を 1 枚プレゼント ※和服も可、ミュージアム

カフェご利用の方にも特典あり 

○ 

03-5777-8600

(ハローダイヤ

ル） 

12 人陽鍼灸リバース 鍼灸 美顔鍼 

3 メニュー（①眼精疲労・肩凝り キャンペーン 2,500

円、②引き締め小顔美顔鍼 5,000 円、③お試しデザイ

ン眉カット 1,500 円）の初診料 1,000 円引き ※すべて

要事前予約 

○ 03-3242-6394

13 
ヘアサロン ONO  

艶出専科 
ヘアサロン 

1,000 円以上ご利用された方に、炭酸泉を使った『夏

爽快！フットウォッシュ』サービス ※要予約制 
○ 03-3211-7031

14 
ヘアサロン ONO IKI

本店 
ヘアサロン 

1,000 円以上技術サービスをご利用の方に『夏爽快ク

ールシャンプー』サービス ※要予約制 
○ 03-3213-0458

15 ミカドコーヒー 喫茶店 
2、3 階の喫茶室をご利用の方にミカド特製『プチサマ

ープレゼント』サービス ※着物も可 
○ 03-3241-0530

16 
首都高速道路日本橋

本町駐車場 
駐車場 

本町駐車場ご利用の方に、駐車票 1 枚につき 1 枚の

駐車料金 30 分無料サービス券をご提供 ※期間中毎

日 10 台限定、駐車場中央の管理員室に駐車票をお

持ちください 

○ 03-3270-8861

17 小林宝林堂 
和家具・ 

漆器の専門店 
ご来店の方に塗箸プレゼント ○ 03-3241-2685

18 てん茂 てんぷら店 当店オリジナル手ぬぐいプレゼント ○ 03-3241-7035

19 
ホテルかずさや/ 

二レーヌ 
レストラン ソフトドリンク 1 杯サービス ○ 03-3241-3846

20 日本橋 ゆかり 日本料理店 ウーロン茶または自家製梅酒サービス ○ 03-3271-3436

21 株式会社 黒江屋 漆器店 漆器商品 20％オフ ○ 03-3272-0948

22 ときわ木 
和生菓子 

製造販売 
1,500 円以上ご購入された方に飴 1 袋プレゼント ○ 03-3271-9180



23 
ニホンバシイチノイチ

ノイチ 
創作和食 

ディナータイム 15％オフ ※ハッピーアワー、ランチタ

イム除く 
○ 03-3516-3111

24 喫茶 和 純喫茶店 『クッキー』サービス ○ 03-3271-9734

25 （株）榛原 小物・和紙 
1,500 円以上ご購入の方に『ゆかた特典 オリジナル

絵はがき 8 枚セット』プレゼント 
○ 03-3272-3801

26 日本ばし やぶ久  日本そば 1 ドリンクサービス ○ 03-3271-0829

27 山本山 お茶・海苔 税込 1,050 円以上ご購入の方に粗品プレゼント ○ 03-3281-0010

28 いけ増 日本橋 和食 
-2℃の喉ごしを体験できる『アサヒ EXTRA COLD（エク

ストラコールド）』1 杯サービス 
○ 03-3271-5685

 

■ 東日本橋、人形町、その他エリア 

29 元淳 
ちゃんこ鍋  

ふぐ 
小生ビールまたはソフトドリンクサービス ○ 03-3667-1147

30 和膳いい田 日本料理 日本てぬぐい 1 本プレゼント（英語対応可） ○ 03-6206-2279

31 吉星（キチセイ） はも料理・割烹 
鱧コースご注文の 1 グループに瓶ビール 1 本サービ

ス 
○ 03-3666-9779

32 FESTINA LENTE イタリア料理 1 ドリンクサービス ※ディナータイム限定 ○ 03-3662-5196

33 京家 和食 グラス生ビール 1 杯サービス ○ 03-3668-5752

34 東京唐草屋 風呂敷専門店 2,000 円以上ご購入の方にちりめん小物プレゼント ○ 03-3661-3938

35 人形焼本舗板倉屋 人形焼 

商品のご購入に関わらず、「ECO EDO 日本橋 2013 で

来ました」と言うお客様の方に焼きたての『人形焼』  

1 個プレゼント 

○ 03-3667-4818

36 株式会社 伊場仙 扇子・団扇 

商品のご購入に関わらず、ご来店の方に『金魚のうち

わ』プレゼント ※必ず ECOEDO 日本橋とお申し付け

ください 

○ 03-3664-9261

37 

セガブレード ザネッテ

ィ エスプレッソ 

水天宮前店 

イタリアンバー

ル（カフェ） 
お菓子（小袋）プレゼント ○ 03-3666-3520

38 ロイヤルパークホテル ホテル レストランご利用の方に 1 ドリンクサービス ○ 03-3667-1111

39 喜代川 うなぎ 喜代川特製手拭いプレゼント ○ 03-3666-3197

40 伊勢重 
すき焼き他 

和牛料理 

『東京カレー』または『お肉屋さん牛すきやき丼』1 パッ

クプレゼント 
○ 03-3663-7841

41 日本橋 舟寿し 寿し割烹 
グラス生ビールを 1 杯サービス ※ディナータイム限

定 
○ 03-3661-4569

42 高嶋家 鰻・和食 
鰻重（竹／梅／菊）ご注文の方にデザート『苺のブラ

ンマンジェ 生姜黒蜜』サービス 
○ 03-3661-5909

43 スペインバル ｈａｃｈｉ スペインバル 乾杯スパークリングワインサービス ○ 03-6231-1817

44 フレンチーズ 
フレンチ/ビスト

ロ 

7 種の中からお好きなデザートを 1 名様につき 1 品サ

ービス ※必ず、ECOEDO 日本橋とお申し付けくださ

い 

○ 03-5643-3733

45 四季の味 さくれ 和食店 アイスクリームサービス ○ 03-3661-1885

46 竹久夢二のお店 港屋 
アートグッズ・ 

和雑貨 

500 円以上ご購入の方に『竹久夢二ポストカードセッ

ト』プレゼント 
○ 03-5640-5978

47 あひ鴨一品 鳥安 鴨料理 
ウェルカムドリンク1杯（生ビールまたはソフトドリンク）

サービス 
○ 03-3862-4008

48 
中村歯科医院 

茶壽鍼灸院 
歯科・鍼炎 

『歯磨剤 プチリカル マスカットソーダ味』1 本プレゼン

ト ※お 1 人様 1 回限り 
○ 03-3851-6445

49 
リトルマーメイド 

東日本橋店 
パン屋 缶コーヒープレゼント ○ 03-3862-9862

50 喫茶デルフリ村 喫茶店 1 ドリンクご注文の方にシャーベットサービス ○ 03-3862-9862

51 日本橋いづもや うなぎ割烹 うな重をご注文いただいた方に『肝吸い』サービス ○ 03-3241-2476

52 割烹 嶋村 割烹 
ディナータイム（16 時半～22 時）ご利用の方にウェル

カムドリンク（グラスビール 1 杯）サービス 
○ 03-3271-8318

 

■ 日本橋髙島屋 

53 生活の木 リビング 
シャンプー＆コンディショナーのサンプルプレゼント 

※期間：7/13～8/16 
○ 03-3211-4111



54 健康の庭 リビング 
エンハーブの商品をご購入の方にハーブティ（2 杯分）

プレゼント ※期間：7/13～8/16 
○ 03-3211-4111

55 ネイルバー 婦人服 

「ハンドのゴマージュ（角質除去）」約 10 分コースをサ

ービス ※期間：7/13～9/23、ご予約のお客様を優先

（売場直通 03-3275-8022） 

○ 03-3211-4111

56 ユアサイズ 婦人服 
『マイクロファイバークリーナー』プレゼント ※期間：

7/13～8/16、先着 100 名様 
半券 03-3211-4111

57 婦人帽子 婦人帽子 
『マイクロファイバークリーナー』プレゼント ※期間：

7/13～8/16、先着 10 名様 
半券 03-3211-4111

58 婦人靴下 婦人靴下 
『ストラップ』プレゼント ※期間：7/13～8/16、先着 30

名様 
浴衣 03-3211-4111

59 ワコールキッズ こども用品 

税込 5,250 円以上ご購入の方に粗品（扇子）プレゼン

ト ※期間：7/13～8/16、数量限定（無くなり次第終

了） 

半券 03-3211-4111

60 組曲 こども服 
税込 10,500 円以上ご購入の方にノベルティプレゼント 

※期間：7/13～8/16、数量限定（無くなり次第終了） 
半券 03-3211-4111

61 トッカ こども服 
税込 10,500 円以上ご購入の方にノベルティプレゼント 

※特価品除く、数量限定（無くなり次第終了） 
半券 03-3211-4111

62 Ｊプレス こども服 

税込 10,500 円以上ご購入の方にノベルティプレゼント 

※期間：7/13～8/16、特価品除く、数量限定（無くなり

次第終了） 

半券 03-3211-4111

63 
メゾピアノ・メゾピアノ

ジュニア  
こども服 

税込 5,000 円以上ご購入の方に通常の 2 倍のスタン

プを捺印 ※期間：7/13～8/16、特価品を除く 
半券 03-3211-4111

64 
ポンポネット・ポンポ

ネットジュニア 
こども服 

税込 5,000 円以上ご購入の方に通常の 2 倍のスタン

プを捺印 ※期間：7/13～8/16、特価品除く 
半券 03-3211-4111

65 ブルークロス こども服 
税込 5,000 円以上ご購入の方に通常の 2 倍のスタン

プを捺印 ※期間：7/13～8/16、特価品除く 
半券 03-3211-4111

66 
ブルークロスガール

ズ 
こども服 

税込 5,000 円以上ご購入の方に通常の 2 倍のスタン

プを捺印 ※特価品除く 期間：7/13～8/16 
半券 03-3211-4111

67 クレードスコープ こども服 
税込 3,000 円以上ご購入の方に通常の 2 倍のスタン

プを捺印 ※期間：7/13～8/16、特価品除く 
半券 03-3211-4111

68 呉服サロン 呉服 粗品プレゼント ※期間：7/13～8/27 浴衣 03-3211-4111

 

■ 日本橋三越本店 

69 イータリー 
イタリア食材・ 

ワイン・イートイン 
コーヒー、エスプレッソ、紅茶のいずれか 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

70 韓美膳 韓国料理 『韓国海苔小袋』1 袋プレゼント 半券 03-3241-3311

71 
グリル満天星  

麻布十番 
洋食 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

72 
代官山 ASO 

チェレステ 
イタリア料理 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

73 日本橋紫苑 中国料理 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

74 なだ万 日本料理 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

75 カフェウィーン 洋食・喫茶 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

76 四季茶寮えど 和食・甘味 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

77 雪月花 和食・甘味 指定のドリンク 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

78 ビアガーデン日本橋 
三越ビアガーデ

ン 
アディショナルビール 1 杯サービス 半券 03-3241-3311

79 源吉兆庵 和菓子 
税込 2,100 円以上ご購入の方に『金魚（錦玉羹）』1 個

プレゼント ※先着 100 名様 
半券 03-3241-3311

80 清月堂本店 和菓子 
税込1,575円以上ご購入の方に『金魚（ゼリー）』1個プ

レゼント ※先着 100 名様 
半券 03-3241-3311

81 アンティカ リビング用品 
ディフューザーお買い上げのお客様にミニスプレープ

レゼント 
○ 03-3241-3311

82 
マッケンジーチャイル

ズ 
リビング用品 

5,250 円以上お買い上げのお客様にチャームプレゼン

ト ※先着 50 名様 
○ 03-3241-3311

83 
ナチュラル＆オーガニ

ック 
リビング用品 一品単価 3,150 円以上のお品物を 10%ご優待 ○ 03-3241-3311



84 宝石サロン 宝飾品 

宝石サロンブライダル買い上げのお客様にマンダリン

オリエンタルホテル ランチ券プレゼント ※先着 10 名

様 

○ 03-3241-3311

85 工芸サロン 美術 
小林昂平ガラス作品特集（7/13-8/13）ご購入の際、

5％優待 
○ 03-3241-3311

86 ハウスオブローゼ 
グレイスフルガー

デン 

「ハンドケアスペシャルコース」ご体験 ※（お 1 人様 1

回限り。混雑時、お待ち頂く場合がございます 
半券 03-3241-3311

 

■ コレド日本橋、コレド室町、日本橋三井タワー 

87 ネイルクイック ネイルサロン 
『パフェジェル季節のアート』10％オフ（6 種類の中からお

選び頂けます） 
○ 03-3242-8447

88 ジュリークショップ  

オーガニック

コスメ・トリー

トメントサロン 

ハーブｔｅａプレゼント ○ 03-3241-1019

89 
資生堂ビューティー

サルーン 

ヘア＆エステ

サロン 
10％オフ ※物販・ブライダルメニューは除く 半券 03-3211-2066

90 ミオ ミオ 雑貨・コスメ 全品 5％オフ ※セール品除外 ○ 03-3516-6442 

91 
ピッツェリア ダ チー

ボ 
ピッツェリア 

ランチ（11：00～L.O.15：00）…デザート サービス 

ディナー…ワンドリンク サービス 
○ 03-3272-6855 

92 シロッコ 

スパニッシュ

＆イタリアン

バー 

シャンパンカクテル サービス ※コースをご注文のお客

様 
○ 03-3272-6337

93 タイレストラン 沌 タイ料理 
お会計より 5％オフ ※16：00 以降お一人様 2,000 円以上

ご注文のお客様 
○ 03-6225-2891 

94 
松江の味  

日本橋皆美 
和食 

有機コーヒー1 杯 サービス ※ランチタイム（11：00～

L.O.15：00）にお食事されたお客様 
○ 03-3274-0373 

95 
京都 石塀小路  

豆ちゃ 

京都おばんざ

い 

お抹茶とお茶菓子 サービス ※17：00 以降ご利用のお客

様 
○ 03-6202-0505

96 
とんかつと豚肉料理 

平田牧場 
豚肉料理 ワンドリンク サービス ○ 03-6214-3129 

97 レストラン サン・パウ 

スペイン料

理・ワインバ

ル 

食前酒（カバ）1 杯 サービス ○ 03-3517-5700 

98 和食屋の惣菜 えん 和惣菜 
ポイントカード W ポイントサービス ※だし茶漬けをお召し

あがりお客様 
○ 03-3517-6396 

99 四川飯店 日本橋 
中華・四川料

理 

1 ドリンクサービス（グラス生ビール、ウーロン茶、オレンジ

ジュースのいずれか） 
○ 03-6225-2233

100 日本橋案内所 
インフォメー

ション 

日本橋金魚商品を含む 1,500 円以上ご購入の方に巾着プ

レゼント 
○ 03-3242-0010

101 日本橋 木屋 刃物・他 一品 3,150 円以上ご購入の方、お会計より 5％オフ ○ 03-3241-0110

102 日本の御馳走 えん 

惣菜と和食材

のセレクトスト

ア 

お会計より 5％オフ ○ 03-3548-0096

103 箔座日本橋 
箔製品・喫茶

他 

2,100 円以上ご購入の方に『ぱっきん箸（2 膳入）』プレゼン

ト ※品切れの際は同等品となる場合がございます 
○ 

076-253-8885(

本社広報部) 

104 鮨 日本橋 鰤門 鮨 デザートサービス ○ 03-3243-0050

105 中國名菜 孫 中国料理 

ディナータイムご利用の方に 1 ドリンクサービス（生ビール

（小）、ソフトドリンクのいずれか） ※ディナータイム食事

前にチケット提示 

半券 03-6225-2728 

106 
にんべん 日本橋本

店 
鰹節・だし お会計より 5％オフ ※対象除外品有り ○ 03-3241-0968 

107 第一園芸 
フラワーショッ

プ 
涼し気な『風車ピック』プレゼント ○ 03-3548-0688 

108 ケ ヴォーリア！ イタリア料理 
アッフォガート（バニラアイスのエスプレッソがけ）プレゼン

ト 
○ 03-6225-2200 

109 
和牛一頭焼肉  

盛岡手打冷麺 房家 
焼肉 

ワンドリンクサービス さらにお肉を注文された方には希

少部位を人数分サービス ※ディナータイム限定 
○ 03-6225-2347 



110 日本橋平田 豚肉料理 
お会計 5％オフ ※コース料理除く ※1 グループ 4 名様ま

で 
○ 03-6225-2029 

111 
カフェ エメ・ヴィベー

ル 
フレンチカフェ グラスワイン（赤・白）またはソフトドリンク 1 杯 サービス ○ 03-6225-2552 

112 日本橋 墨之栄 
原始焼き・ 

鮮魚・日本酒 

『天狗舞の酒粕ジェラート』 プレゼント ※17：00 以降お

食事をされたお客様 
○ 03-3548-9917 

113 銘鶏やき鳥 鳥仙 鳥料理・焼鳥 デザート サービス ※17：00 以降お食事をされたお客様 ○ 03-6225-2008 

114 
土佐の男が作ったと

んこつらーめん 俺式 
ラーメン 

替え玉 or100 円トッピング 1 点サービス ※15：30～21：00

でお食事をされたお客様 
○ 03-5200-0200 

115 米祥 
お米が主役

の和食 

おまかせ先付 または おすすめ食前酒 サービス ※ディ

ナータイムにお食事をされたお客様 
○ 03-6225-2424 

116 
おばんざい・炙り焼

き・酒 菜な 
和食居酒屋 

ランチ…菜なの「おばん菜御膳」通常 2,500 円→2,000 円 

ディナー…ワンドリンク サービス（生ビール、ワイン、ジュ

ースより） 

○ 03-3548-0977 

117 ジャスミン タイ タイ料理 

ファーストドリンク サービス 生ビール（ミニグラス）or グラ

スワイン or ソフトドリンク（ミニグラス） ※ディナータイムに

2 名様以上でご利用のお客様 

○ 03-6225-2442 

118 ビストロ 石川亭 
フレンチビス

トロ 

ランチ…お食事をお召しあがりのお客様プチデザート 

ディナー…お食事をコースでお召しあがりのお客様 スパ

ークリングワイン or プチワイン（赤・白）いずれか 1 杯 サ

ービス 

○ 03-6225-2010 

119 串亭 串揚げ ウェルカムスパークリングワインお一人様 1 杯 サービス ○ 03-3548-8611 

120 
ニーノ カフェ  

ダイニング 

イタリアン・ 

カレー・カフェ 

ワンドリンク サービス（グラスワイン、ブラッドオレンジジュ

ースより） 
○ 03-3548-0811 

121 ざくろ 室町店 
しゃぶしゃぶ・

日本料理 

ワンドリンク サービス ※ディナータイムにお食事をお召

しあがりのお客様 
○ 03-3241-4841 

122 千疋屋総本店 果物販売 
1F 果物（メインストア）販売部 5,000 円以上ご利用のお客

様 5％オフ 
○ 03-3241-0877

123 
千疋屋 

フルーツパーラー 

フルーツパー

ラー 

2F フルーツパーラー＆レストラン 3,000 円以上ご利用のお

客様 5％オフ 
○ 03-3241-1630

124 カフェ ディ フェスタ カフェ ソフトクリーム 50 円オフ ○ 03-3241-0877

125 
日本調剤  

日本橋室町薬局 
薬局 店内商品 5％オフ ※一部商品除く ○ 03-3517-2255

126 日乃本 比内や 鶏料理 
ランチ…お会計より 100 円 OFF 

ディナー…お会計より 10%OFF 
○ 03-3231-1718

127 
ラ・ベットラ ペル トゥ

ッティ 
イタリア料理 

グラスシャンパン サービス ※ディナータイムにお食事さ

れたお客様 
○ 03-3272-1201

128 博多地料理 蔵人 和食 
お会計より 10％オフ ※ディナータイムにお食事されたお

客様 
○ 03-6225-2987

129 
ワイアードカフェ  

ニュース 
カフェ 

通常 20：00 までの Happy Hour を閉店時までご利用いただ

けます。 
○ 03-3231-5766

130 櫻川 日本料理 食前酒 サービス ○ 03-3279-0039

 

■ YUITO 

131 ＸＥＸ日本橋 ライブ＆バール 『オリジナルスパークリングワイン』サービス ○ 03-3548-0065

132 

ホテルオークラ中国

料理 

桃花林日本橋室町賓

館 

中国料理 料理、飲み物 5％オフ ○ 03-3231-2883

133 
銀座しゃぶ通  

好の笹日本橋店 
しゃぶしゃぶ 

土日祝ディナータイム限定、20 時までにご入店された

方に限りお会計から 30％オフ ※ご注文時にアートア

クアリウムの半券提示、他券・割引き併用不可 

半券 03-3242-5261

134 天一 日本橋室町店 天ぷら 生ビールまたはソフトドリンク 1 杯サービス ○ 03-3272-7141

135 京のおぞよ 桜家 和食・京料理 

グランドメニューの日本酒 1 組 1 合のみ 50％オフにて

ご提供 ※特別メニューの日本酒は対象外、入荷状

況により品切れの場合もございます 

○ 03-3241-5552



136 ＩＬＬＵＭＳ 日本橋 
インテリア雑貨・

販売 

税込 3,150 円以上ご購入の方に『幸せをよぶコイン』

プレゼント ※先着 20 名様 
○ 03-3548-8881

137 
ジョージ ジェンセン 

東京本店  

宝飾品・ 

インテリア雑貨 

ご来店の方に『ジョージ ジェンセン特製ポストカード

セット』プレゼント ※数量限定（無くなり次第終了） 
○ 03-6743-7722

138 

カフェ＆カジュアル 

ダイニングバー 

タバーン 

カフェ・カジュアル

バー 
ディナータイム（17 時～）10％オフ ○ 03-3231-2881

139 デリフランス ベーカリーカフェ コールドドリンクを無料でサイズアップ ○ 03-3231-6995

 

■ 日本橋クルージング 

140 日本橋クルーズ 
東京湾クルージ

ング 

日本橋クルーズ乗船料割引（大人 1,500 円→1,300

円、小学生 800 円→600 円） 
○ 03-5679-7311

141 

お江戸日本橋舟 

めぐり 

～歴史感じるお散歩

クルージング～ 

江戸東京再発見

コンソーシアム 

「お江戸日本橋舟めぐり」ご参加の方に特製ハガキプ

レゼント 
○ 03-3668-0700

142 
日本橋川・神田川 

めぐり 
東京水辺ライン カワセミ号の乗船料 10％オフ 半券 03-5608-8869

143 
リムジンボート体験 

クルーズ 
東京都観光汽船 ウェルカムドリンクサービス ○ 0120-929-963

144 ゆらり遊覧日本橋 
NPO 法人水都東

京を創る会 

乗船料割引（大人 1,500 円→1,200 円、子ども 700 円

→400 円） 
半券 03-5823-0441

 

※他割引き、他サービスとの併用はできません。 

※参加店舗・施設の特典内容、対象条件などは予告なく変更・終了となる場合がございます。予めご了承ください。 

※お一人様、一店舗につき一回限りの利用となります。 

※営業時間、定休日は各店舗・施設に準ずるものとします。 

 

 


