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金魚・浴衣・舟遊びに今年は“風鈴”の音色が加わり、更なる納涼気分が味わえる 

「ECO EDO 日本橋 2014 ～五感で楽しむ江戸の涼～」 
2014年 7月 11 日（金）～9 月 23日（火・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 2014年 7月 11日（金）

から 9月 23日（火・祝）までの期間、今年で７回目となる日本橋地域の夏のイベント『ECO EDO日本

橋 2014 ～五感で楽しむ、江戸の涼～』を開催いたします。今年は新たに、“聞いて”涼を感じる「風

鈴」を日本橋地域の約 170 店の商店や商業施設の軒先に飾り、日本橋の街中に風鈴の音色が溢れる

「日本橋 風鈴めぐり」を実施いたします。 
 
また昨年 50 万人が来場した水中アートの展覧会「アートアクアリウム」を今年も開催いたします。今

回新たな試みとして、日本橋地域の商業施設に「アートアクアリウム」のサテライト会場をイメージし

た水槽を設置し、“見て”感じる涼を街一帯となって演出します。 
 
『ECO EDO 日本橋』は、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です。“着て”涼をとる「浴衣」、“江戸の知恵”が詰ま

った「舟遊び」・「打ち水」、“聞いて”涼を感じる「風鈴」、“食べて”味わう涼メニュー、“見て”涼

を感じる「アートアクアリウム」など、日本橋の街全体で納涼を五感で体感いただくイベントです。 
 

「ECO EDO 日本橋 2014 ～五感で楽しむ、江戸の涼～」 主なイベントおよび連携イベント 
 
◆昔ながらの音色を体感「日本橋 風鈴めぐり」（7月 11日～9月 23日） 

全国各地から取り寄せた風鈴を、日本橋地域の商店や商業施設の屋内イベントスペースなど、約 170店の軒先に飾ります。 

◆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 11日～9月 23 日） 
老舗店舗を含む参加店舗（2013 年度は 167店舗が参加）で、浴衣着用、もしくはアートアクアリウム 2014の半券の提示で、

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。（風鈴が飾られている店舗が目印になります。） 

◆商業施設ライトアップ・大暖簾（7 月 10日～8月 31 日、日没～22：00） 
桜のピンク色に色づいた春に続き、夏は涼をイメージさせる青色のライトアップを周辺商業施設に施します。また各 
舗入り口に大暖簾を掲出することで、日本橋らしさ、街の一体感を創出します。なお、本ライトアップには、一部グリ 
ーン電力を使用いたします。 

◆水辺で涼を感じる「日本橋クルージング ～日本橋からの舟遊び～」（曜日限定） 
金魚のデコレーションが施された観光船でのナイトクルージングプラン、お子様向けプランなどの特別船を出航。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楽しめます。（開催日･コース等は事業者により異なります。） 

◆ECO EDO日本橋 アートアクアリウム 2014 ～江戸・金魚の涼～（7月 11日～9 月 23日） 
昨年に引き続き木村英智氏がプロデュース。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です。新作もお披露

目されます。 



・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。 

※ECO EDO 日本橋の詳細は、「まち日本橋」（http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2014）にて 7月 

初旬より最新情報をお届けします。 
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＜「ECO EDO 日本橋 2014 ～五感で楽しむ、江戸の涼～」実施詳細＞ 

実 施 期 間：7 月 11日（金）～9月 23日（火・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 

協力（予定）：小津和紙、コレド日本橋、コレド室町、コレド室町 2、コレド室町 3、大丸東京店、

 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、

 東日本旅客鉄道株式会社・東京ステーションシティ運営協議会、久松料理飲食業組合、

 三井記念美術館、ＴＯＨＯシネマズ日本橋、YUITO 

後援（予定）：中央区、中央区観光協会 

問 合 せ 先：ECO EDO 日本橋 2014 運営事務局 

TEL 03-5225-0505（7 月 11日～9月 23 日） [受付時間] 平日 11:00-20:00 
 
 

＜主催イベント＞ 
 

■日本橋 風鈴めぐり 

  開 催 日： 7 月 11 日（金）～9月 23日（火・祝） 

開 催 場 所：日本橋周辺の商業施設や日本橋界隈の各店舗 

参加店舗数：約 170店舗（予定） 

内 容： 日本全国から集めた風鈴を、商業施設・各店舗の軒先に飾ります。

昔ながらの風鈴の音色に納涼気分を体感いただけます。 

  

  

 

■ゆかた・アートアクアリウム特典 

開 催 日：7月 11日（金）～9月 23日（火・祝） 

開 催 場 所：日本橋界隈の各店舗 

開 催 場 所：約 170店舗（予定） （2013年度参加実績：167店舗） 

特 典 決 定 店 舗 ：81店舗（6月 20日現在） 

内 容：「ECO EDO 日本橋 2014」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の提示で、割引やドリンクサービス    

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。（風鈴を飾っている店舗が目印になります。） 

   
 
 
詳細は 7月初旬より「まち日本橋」（http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2014/）にて 
公開を予定しております。 
 
 
 
 



■ 打ち水大作戦 

開 催 日：未定 
       ※日程は 7月初旬に「まち日本橋」 

       （http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2014/）に掲載いたします。 

時 間：12:00～14：00のうち、30分程度 

会 場：日本橋 滝の広場 ほか 

内 容：日本橋で“打ち水”を実施します。ゲストや来賓者の挨拶

に始まり、浴衣姿の地元の方や女性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。 
 

■商業施設ライトアップ・大暖簾 

開 催 日：7 月 10日（木）～8月 31日（日）  日没～22：00 

実 施 場 所：（ライトアップ）三井本館、日本橋三井タワー、コレド室町、コレド室町 2、コレド室町 3、 

 コレド日本橋 

  （大暖簾）日本橋三井タワー、コレド室町、コレド室町 2、コレド室町 3、コレド日本橋、 

  ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム 2014 会場 

内 容：桜のピンク色に色づいた春に続き、夏は涼をイメージさせる青色のライトアップを周辺 

商業施設に施します。また各店舗入り口に大暖簾を掲出することで、日本橋らしさ、街 

の一体感を創出します。なお、本ライトアップには一部グリーン電力を使用します。 

 

 

 

 

 
 

■ECO EDO 日本橋 2014 × 老舗体験ワークショップ 

開 催 日：8月 1日（金）～3日（日）、8日（金）～10日（日）、22日（金）～24日（日）、29日（金）

～31日（日） 

時 間：11：00～／13：00～／15：30～（各回 45～60分） 

実 施 場 所：日本橋案内所（コレド室町 地下 1階） 

 定 員：各回 8名 ※先着順 

 参 加 費：大人 1,000円、子ども 500 円 

 ※事前予約制（空きがあれば当日参加可） 

 ※小学生以上のお子様向けの内容です 

内 容：日本橋を代表する老舗小津和紙が、子どもから大人まで参加できるワークショップを

 開催。日本伝統の夏の風物詩をモチーフに、オリジナルの作品づくりを体験いただけます。

 （完成した作品はすべて持ち帰り可） 

 ［和紙専門店・小津和紙（1653年創業）］ 

 ・“夏”を摺ろう「合羽摺り（ステンシル）×和紙はがきづくり」 

 ・“夏”を描こう「和紙ちぎり絵×うちわづくり」 

 ・“夏”を飾ろう「透かし和紙×夏の壁飾りづくり」 など 

 問 合 せ 先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010 [受付時間] 10：00～21：00 

  ※7月 11日（金）～営業時間内にて事前予約受付 

   

 

 

 

 

橋の日 打ち水大作戦 

（昨年の様子） 

2014年 春のライトアップの様子 

「和紙ちぎり絵×うちわづくり」（イメージ） 「合羽摺り×和紙はがきづくり」（イメージ） 



＜連携イベント＞ 

■ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム 2014 ～江戸・金魚の涼＆ナイトアクアリウム～ 

開 催 日 時：7 月 11日（金）～9月 23日（火・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 

後 援：名橋「日本橋」保存会、セーラーズ フォー ザ シー 

入 場 料：料金…大人 1,000円（税込）／子ども（小学生以下）600円（税込）

 ※3歳以下は無料 

内 容：昨夏、日本橋で 50万人を動員した「アートアクアリウム」。和をモチーフにデザインさ 

れた水槽に、LEDライティングやプロジェクションマッピングなど最新の演出技術を施

し、見るものを幻想的な世界に誘う、新感覚の水中アート展覧会。会場内では、音楽や

香りの演出もおこない、「涼しさ」と「日本の美」を五感で体感いただけます。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/ 

問 合 せ 先：アートアクアリウム事務局 TEL 03-3270-2550（7月 10日～9月 23日、10：30～20：00） 

取材問合せ：株式会社プラップジャパン TEL 03-4580-9103（担当：町田、中野、中島、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。上記公式 HPでご確認の上、ご来場ください。 
  

 ※「ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム 2014 ～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。 

 
 

■第 2回日本橋金魚すくいグランプリ 

 （予選）  

開 催 日： 7月 12日（土）・13日（日）・26日（土）・27日（日）8月 2日（土）・3日（日） 

会 場：コレド日本橋（7/12・13）、日本橋三越本店（7/26・27）、日本橋髙島屋（8/2・3）、 

 （決勝）  

開 催 日 時： 8月 31日（日）16：00～ 

会 場：日本橋 滝の広場 ※雨天の場合：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 

内 容：各地から腕自慢が集まる金魚すくいの祭典「第 2 回日本橋金魚すくいグランプリ」を開

催。日本橋滝の広場で決勝ラウンドを行います。日本橋髙島屋（8月 2日～3日）や日本

橋三越本店（7月 26日～27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。 

問 合 せ 先：アートアクアリウム事務局 TEL 03-3270-2550（7月 10日～9月 23日） 

   [受付時間] 平日 10:30～20:00 

 

 

 

 

 

 

 



■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 11日（金）～9月 23日（火・祝）10：30～20：00（最終受付 19：30） 

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：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。 

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 アートアクアリウム 2014 ～江

 戸・金魚の涼～』にご入場いただけます。 

問 合 せ 先：アートアクアリウム事務局 TEL 03-3270-2550（7月 10日～9月 23日） 

  [受付時間] 10:30～20:00 

※ 浴衣はご自身で持参いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■橋楽亭ゆかたステーション 

開 催 日：7月 23日(水)～8月 31日（日）の水曜日、土曜日（※ただし 8月 13日（水）を除く） 

 および 8月 17日(日)、8月 24日(日) 

時 間：水曜日 17：00～20：00／土・日曜日 10：30～18：00 

会 場：コレド室町 3 3階「橋楽亭」 

主 催：新日屋（しんにちや） 

料 金：浴衣着付け 2,000円（税込） 

 ＜土・日曜日のみ＞ 

 浴衣レンタル＆着付け 5,500円→特別価格 3,500円（税込） 

 浴衣一式（浴衣・帯・下駄）プレゼント＆着付けコースも予定 

問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

 

■『FUJIYAMA MAGIC SHOW 江戸手妻』 

 開 催 日 時： 7月 19日（土）17：00～18：00／8月 2日（土）17：00～18：00 

 会 場： コレド室町 3 3階「橋楽亭」 

主 催：新日屋 

協 賛：ECO EDO日本橋 2014実行委員会 

 料 金：大人 3,500円、小学生以下 1,500円、未就学児 無料 

 内 容： 「手を稲妻の様に素早く動かす」ことから名づけられた日本独自のマジック・江戸手

  妻（てづま）。音楽・衣裳・小道具などからも日本情緒があふれます。藤山新太郎一 

  門による美しく不思議な江戸のマジックを目の前でお楽しみいただきます。夏らしい

  金魚の手妻も特別に披露します。 

 問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

2012年の様子 



■『FUJIYAMA MAGIC SHOW 江戸手妻』～子ども向けスペシャルプログラム～手妻レクチャー 

開 催 日 時：8 月 2 日（土）15：00～16：00 

 会 場：コレド室町 3 3階「橋楽亭」 

主 催：新日屋 

協 賛：ECO EDO日本橋 2014実行委員会 

料 金：子ども 1,500円 （手妻キット（「天狗通し」）付） 

※小学生以上のお子様向けの内容です 

内 容：「天狗通し」（てんぐどおし）という１本の紐に通ったお金を抜き取る古典マジックの 

  傑作を実際に習います。キットはお持ち帰りできるので、夏休みの自由研究にも最適です。 

問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ECO EDO 日本橋 納涼金魚船 

開 催 日：7月 23日(水)、7月 30日（水）、8月 6日（水）、8月 20日（水）、8月 27日（水） 

出 発 時 間：①18：00～ ②19：30～ （所要時間約 60分） 

料 金： 3,500円（税込/つまみ、1ドリンク付） 

コ ー ス：日本橋船着場 ⇒ 隅田川（東京スカイツリー付近）⇒ 日本橋船着場 

主 催：新日屋 

協 賛：ECO EDO日本橋 2014実行委員会  

内 容：金魚デコレーションの観光船に乗って、夜の隅田川をクルーズ。冷たいドリンクを味わ

 いながら、東京スカイツリーの夜景をお楽しみいただけます。 

 問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

 

■ECO EDO 日本橋 納涼金魚船 KIDS スペシャル船 

  開 催 日：8月 17日（日）、8月 24日（日） 

  出 発：11：00～（所要時間約 60 分）  

料 金：大人 3,500円／子ども 1,500円 ※3歳以下無料（税込/つまみ、1 ドリンク、かき氷付）  

コ ー ス：日本橋船着場  ⇒  隅田川（東京スカイツリー付近）⇒ 日本橋船着場  

主 催：新日屋 

協 賛：ECO EDO日本橋 2014実行委員会 

内 容：納涼金魚船の KIDS特別版。ご家族でお楽しみいただけます。  

 問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ 

イメージ 



講談師・一龍斎貞水氏 

■日本橋納涼怪談 

開 催 日 時：8月 3日（日）16：00開演 

会 場：三越劇場（日本橋三越本店本館 6階） 

入 場 料：4,500円（全席指定・税込） 

 ※浴衣又は着物で参加すると粗品プレゼント 

主 催：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、夏の夜を涼し

く過ごせます。終演後にお楽しみいただく日本橋三越 本館屋上

ビアガーデン、無料浴衣着付けつき YUITOディナーのお得なセ

ット券もあります。 

問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

HP：http://www.shinnichiya.com 

 

＜周辺商業施設情報＞ 

 

■日本橋三越本店  

① 2014年「ゆかた deラッキーデー」 

日 時：7 月 4日（金）～7月 7日（月） 

場 所：日本橋三越本店 本館・新館各階 

内 容：浴衣姿の男女、甚平姿のお子さま向けにさまざまな特典をご用意しております。 

 

・ゆかたに似合うポイントメイクアップサービス 

場 所：本館 1階 コスメティックサロン 
対象ブランド：エスティ ローダー、カネボウ、キッカ、クリニーク、コスメデコルテ、資生堂、スック、
 スリー、ボビイ ブラウン、ランコム ※ 混雑時はお待ちいただく場合がございます。 
 

・プロのカメラマンによる「ゆかた姿」写真撮影会  

場 所：本館 1階中央ホール ※ 各日 13:00～16：00 
  ※混雑時はお待ちいただく場合がございます。     
  

② ゆかたファッションショー 

日 時：7 月 5日（土）12：30 

場 所：本館 1階中央ホール 

内 容：おすすめの浴衣を、一般公募モデルに着ていただき、七夕のしつらえの中、ランウェイを 

  歩いていただきます。 

募 集：ニホンバシーモ（web）、他 

募 集 期 間：～6月 27日（金） 
 

■YUITO 

・ ゆかた de YUITO 2014 

日 時：7 月 25日（金）～8月 17日（日）の毎週金・土・日（計 12日間）  

  【着付け時間】金曜 11：00～17：00／土・日曜 16：00～19：00  

場 所：YUITO 5階 

料 金：女性 10,800円（税込）／男性 16,200円（税込） 

内 容：新品の浴衣一式（浴衣・帯・下駄）プレゼント（15,000円相当）とプロによる浴衣着付サ 

  ービス（3,000円相当）に YUITO対象飲食店舗での特別ディナー（5,000円相当）がセット

  になったお得なプランです。詳細内容は、http://www.shinnichiya.com イベントコーナ

  ーをご覧ください。 

問 合 せ 先：ゆかたで YUITO 事務局（新日屋内） TEL 03-5652-5403 [受付時間] 平日 10:00～17:00 

 



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 20日現在） 

※詳細は「ECO EDO日本橋 2014」の特設ホームページ（http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2014/）にて 

7 月初旬より公開を予定しております。 

 ご利用の際には「ECO EDO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。 

■ 日本橋室町・本町、日本橋エリア 

No. 店舗名 カテゴリ パンフ掲載内容 電話番号 

1 らいん 
カレー専門店・酒

肴 
カレーご注文の方 100円引き 03-3279-5084 

2 神茂 半ぺん、蒲鉾 1,500円以上ご購入の方に「だしの素（大）｣をプレゼント 03-3241-3988 

3 
山本海苔店 日本橋本

店 
海苔小売業 お買物された方に『海苔茶漬け 2袋入』プレゼント 03-3241-0290 

4 日本橋室町 豊年萬福 居酒屋 
ランチご利用の方に、１ドリンクサービス（オレンジジュー

ス、グレープフルーツジュース、コーラ、ジンジャーエール） 
03-3277-3330 

5 ZEN茶'fe 抹茶カフェ ドリンク 1杯半額サービス（全サイズ対象） 03-3270-3672 

6 
第一園芸 日本橋室町

店 
フラワーショップ ご購入の方にミリオンバンブー1本プレゼント 03-3548-0688  

7 
日 本 橋 ふ く し ま 館

「MIDETTE」 
アンテナショップ ソフトクリーム 100円引き 03-6262-3977 

8 ときわ木 和菓子 税込 1,500円以上ご購入された方に、飴 1袋をプレゼント 03-3271-9180 

9 山本山 お茶・海苔販売 ご来店された方に粗品（海苔茶づけ）をプレゼント 03-3281-0010 

10 榛原（はいばら） 和紙舗 
税込 1,000 円以上ご購入の方に『榛原聚玉文庫 ポストカー

ド』を 1枚プレゼント 
03-3272-3801 

11 榮太樓總本鋪 本店 
（和）菓子製造・

販売 

税別 300 円以上ご購入された方に、榮太樓飴 6 粒入をプレゼ

ント 
03-3271-7785 

12 てん茂 てんぷら 
お食事された方に、当店オリジナル手ぬぐいプレゼント ※

先着 30名様限り 
03-3241-7035 

 

■ 東日本橋、人形町、その他エリア 

13 けむり 人形町店 燻製料理 
17～19時までに入店し、お食事された方に生ビール（プレミ

アムモルツ）1杯をプレゼント 
03-3669-0180 

14 
ICHIRIN 

（６月末オープン） 
和食 

17～19時までに入店し、お食事された方に生ビール（プレミ

アムモルツ）1杯をプレゼント 
03-5643-5039 

15 フレンチーズ 
フレンチ/ビスト

ロ 
お好きなデザートを 1人 1品プレゼント 03-5643-3733 

16 吉星（キチセイ） はも料理・割烹 
税別 10,000 円以上お食事された方に、瓶ビール 1 本サービ

ス 
03-3666-9779 

17 人形町 梅田 うなぎ お食事された方に、自家製デザートをサービス 03-3661-0160 

18 
FESTINA LENTE フェス

ティーナレンテ 
イタリア料理 

ディナータイムご利用の方、グラスワイン（白 or赤）1杯サ

ービス 
03-3662-5196 

19 スペインバル hachi 飲食店 ご来店された方に、乾杯スパークリングワイン 1杯サービス 03-6231-1817 

http://www.nihonbashi-tokyo.jp/ecoedo2014/）にて


20 うなぎ 喜代川 うなぎ 『喜代川』特製手拭いプレゼント 03-3666-3197 

21 喫茶デルフリ村 喫茶 
税込 470円以上ご購入された方に、エスプレッソのシャーベ

ットサービス 
03-3862-9862 

22 
太田牛乳 リトルマーメ

イド 

パン・牛乳・飲み

物 

税込 470円以上ご購入された方に、コカコーラ製品プレゼン

ト 
03-3862-9862 

23 
リストランテ アルポ

ンテ 

イタリアン レス

トラン 
お食事された方にジェラートをプレゼント 03-3666-4499 

24 伊場仙 
扇子・うちわ・小

売卸 
商品をご購入の方に、うちわをプレゼント 03-3664-9261 

25 伊勢重 
すき焼他和牛料

理 

『東京カレー』または『牛すきやき丼』1 パックをプレゼン

ト 
03-3663-7841 

26 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 

27 あひ鴨一品 鳥安 鴨料理 
お食事された方に、ファーストドリンクをお一人様 1杯サー

ビス 
03-3862-4008 

28 四季の味 さくれ 和食店 
お食事された方に、デザート（アイスクリーム）をプレゼン

ト 
03-3661-1885 

 

■ 日本橋髙島屋 

29 やまや 食料品 お買上げの方に高菜 100gをプレゼント ※期間～8/29 03-3211-4111 

30 神茂 食料品 『おつまみ揚げ』をお買上げで、通常より 2個増量 03-3211-4111 

31 味の浜藤 食料品 
『うなぎの骨せんべい』を通常税込 540 円のところ税込 324

円で販売 ※期間～8/31 
03-3211-4111 

32 糖朝 レストラン お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3211-4111 

33 資生堂パーラー レストラン お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3211-4111 

34 そば処萱場 レストラン 
お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス ※ミニ丼

セットを除く 
03-3211-4111 

35 天一 レストラン お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3211-4111 

36 レストラン ローズ レストラン 
お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス ※ミニサ

イズを除く 
03-3211-4111 

37 ディンタイフォン レストラン お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3211-4111 

38 麦星 レストラン お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3211-4111 

39 アルポルトカフェ レストラン お食事された方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3211-4111 

40 
スターライトビアガー

デン 
レストラン 

フードメニューをご注文された方に、指定のドリンク 1杯サ

ービス ※期間～9/15 
03-3211-4111 

41 ユマコシノ 婦人服 税込 30,000円以上お買上げで、カードケースをプレゼント 03-3211-4111 

42 婦人靴下 婦人服 
お買い上げの方に『めぐリズム 蒸気でアイマスク』をプレ

ゼント ※先着 30名様限り 
03-3211-4111 

43 
ＣＳケーススタディキ

ッズ 
こども服 

本体価格 5,000円お買上げごとに、通常の 2倍スタンプを押

印いたします ※セール商品など押印対象商品あり 
03-3211-4111 

44 ガーデニストクラブ ガーデニング 
お買上げの方に『ミニミニ観葉植物』をプレゼント ※先着

100様限り 
03-3211-4111 

45 ロフテー枕工房 寝具 税込 10,800 円以上お買上の方に、アイピローをプレゼント 03-3211-4111 



※先着 30名様限り 

46 天衣無縫 
バス・トイレタリ

ー 

税込 3,240 円以上お買上の方に、ミニタオルをプレゼント 

※先着 30名様限り 
03-3211-4111 

47 調理家電 台所日用品 
税込 3,240円以上お買上の方に、粗品をプレゼント ※先着

20名様限り 
03-3211-4111 

48 銀座アスター 食料品 月・火曜日限定でお茶をプレゼント ※期間～8/31 03-3211-4111 

 

■ 日本橋三越本店 

49 グリル満天星 洋食 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

50 代官山 ASOチェレステ イタリア料理 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

51 日本橋紫苑 中国料理 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

52 なだ万 日本料理 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

53 カフェウィーン 洋食・喫茶 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

54 四季茶寮 えど 和食・甘味 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス  03-3241-3311 

55 雪月花 和食・甘味 お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

56 ビアガーデン「日本橋」 三越ビアガーデン ご入場の方に、アディショナルビール 1杯サービス 03-3241-3311 

57 
ナチュラル＆オーガニ

ック 
リビング用品 税込 3,150円以上お買上で 10％割引 03-3241-3311 

58 特別食堂 日本橋   お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

59 ランドマーク   お食事ご注文の方に、指定のドリンク 1杯サービス 03-3241-3311 

60 各売り場   
税込 3.240 円以上お買上げの方に、キャラクターハンドタオ

ルプレゼント 
03-3241-3311 

61 各化粧品売り場 化粧品 

カウンセリングの上、サンプルをプレゼント ※期間：7/11

～9/23。化粧品 10 ブランド程度予定。各ブランド先着 30 名

様   

03-3241-3311 

 

■ コレド日本橋、コレド室町、日本橋三井タワー 

62 カフェ ディ フェスタ カフェ ソフトクリーム 50円引き 03-3241-0877 

63 
千疋屋フルーツパーラ

ー 
フルーツパーラー 

2 階フルーツパーラー＆レストラン、デーメテール千疋屋で

3,000円以上ご利用のお客様、5％オフ 
03-3241-1630 

 

■ YUITO 

64 デリフランス日本橋店 カフェベーカリー コールドドリンクサイズアップ無料 03-3231-6995 

65 室町タバーン 
カフェ・ダイニン

グバー 

お食事された方にピルスナービール、ソフトドリンク、グラ

スワイン（赤又は白）いずれか 1杯サービス 
03-3231-2881 

66 パリミキ日本橋本店 

眼鏡、サングラス、

補聴器、コンタク

トレンズ 

サングラスご購入の方、10％割引 ※一部対象外あり 03-3242-3571 

67 イルムス日本橋 インテリア 税別 3,000円以上ご購入の方、10％割引 03-3548-8881 

68 BoConcept日本橋店 北欧家具 
ご来店された方に「BoConcept」のお水をプレゼント ※先

着 5名様 
03-5204-2330 

69 
ブラッスリーD＆スウ

ィートルーム 

ブラッスリ-&デザ

ートラウンジ 
ディナータイム（17:00以降）お食事された方 10％オフ 03-3243-0115 

70 天一日本橋室町 天ぷら専門店 お食事された方にソフトドリンク１杯サービス 03-3272-7141 

71 
銀座しゃぶ通 好の笹 

日本橋店 
しゃぶしゃぶ 

ディナータイムにご利用の方、お会計より 10％割引（他割引

コース併用不可） 
03-3242-5261 



72 京のおぞよ桜家 和食 
ディナーコースのお食事をされた方にワンドリンクサービ

ス 
03-3241-5552 

73 
ホテルオークラ中国料

理「桃花林」 
中国料理 お食事された方にお会計より 5％割引 03-3231-2883 

74 
XEX 日本橋 Salbatore 

Cuomo Bros. 
イタリアン 

ディナータイムにコースご利用の方にグラスシャンパン 1杯

サービス 
03-3548-0065 

75 XEX日本橋 The BAR BAR ディナータイムにご利用の方、生ビール 1杯サービス 03-3548-0065 

76 
タリーズコーヒー日本

橋 YUITOアネックス 
カフェ 

パスタセットをご注文の方、お飲み物のサイズアップ（ショ

ートサイズ→トールサイズ）をサービス 
03-6214-3550 

77 三重テラス ショップ アンテナショップ 
税別 1,000円以上ご購入の方に、三重テラス人気商品『ロン

ド・カシュカシュ』または『シェル・レーヌ』をプレゼント 
03-5542-1033 

78 
三重テラス レストラ

ン 

イタリアンレスト

ラン 
お食事された方にソフトドリンク 1杯サービス 03-5542-1030 

 

■ 日本橋クルージング 

79 
ECO EDO 日本橋 納涼金

漁船 
舟遊び ECO EDO 日本橋 オリジナルうちわプレゼント 03-5652-5403  

80 舟遊びみづは 舟遊び業 

乗船された方に『みづはオリジナルポストカード』をプレゼ

ント。さらに、ゆかた・着物でお越しの方には『江戸うちわ』

をプレゼント 

070-6476-9827 

81 日本橋クルーズ 遊覧船 日本橋クルーズ乗船料 200円割引 03-5679-7311 

 

 

※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。 
 


