
2014 年 9 月 25 日 

報道関係者各位 

三井不動産株式会社 
 

子ども向け体験型縁日や、老舗の食体験ワークショップが楽しめる初のイベント 

「ハレ EDO 日本橋 2014 ～こころ躍る、秋まつり～」 
2014 年 10 月 11 日（土）～11 月 13 日（木）日本橋地区で開催 

 
 

三井不動産株式会社は、日本橋地区において 2014 年 10 月 11 日（土）から 11 月 13 日（木）までの期

間、日本橋地域の秋のイベント『ハレEDO日本橋 2014 ～こころ躍る、秋まつり～』を初開催いたします。 
 

今秋、日本橋室町東地区開発計画は、福徳神社の社殿再建完了をもって全体竣工を迎えます。『ハレ EDO 

日本橋 2014』は、福徳神社の社殿再建に伴う日本橋エリアの“ハレの舞台”を祝い、懐かしい縁日や

体験ゲームが楽しめる子ども向けイベント「ハレ EDOキッズ縁日」や、食をテーマとした「秋の体験ワ

ークショップ」、ライトアップや大暖簾、提灯の掲出など、様々な企画が楽しめる日本橋の秋のイベン

トです。また、三井不動産が主催する、初の秋のイベント開催となります。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライトアップ 

（2014 年春の様子） 
「日本橋の秋まつり」スタンプラリー

（べったら市の様子） 
ハレ EDO キッズ縁日 

（イメージ） 

きもの大集合写真 

（2013 年開催時の様子） 

「ハレ EDO 日本橋 2014 ～こころ躍る、秋まつり～」 主なイベントおよび連携イベント 
 
◆「ハレEDOキッズ縁日」（11月 1日～3日、11月 8日～9日） 

懐かしい縁日や、体験ゲームが楽しめる子ども向け縁日を実施。「輪投げ」「射的」といった縁日ブースを設置いたします。 

 

◆「『日本橋の秋まつり』スタンプラリー」（10 月 16 日～20 日） 
人形市（10 月 16 日～18 日）、薬祖神祭（10 月 17 日）、べったら市（10 月 19 日～20 日）など、日本橋秋まつりをめぐ

るスタンプラリー企画。いずれかの祭事会場でスタンプを押印し、台紙を日本橋案内所にお持ちいただくと、日本橋の

老舗が提供する粗品をプレゼントいたします。 

 

◆「『和食の日』×おいしい日本橋老舗のワークショップ」（10月25日～11月24日までの土日祝） 
11 月 24 日の“いい日本食”『「和食」の日』にちなみ、日本橋の食の老舗 9店がワークショップを開催。「だし」「海苔」

「茶」といった日本の食文化や家庭で手軽に楽しめるアレンジレシピの紹介や試食を体験いただけます。 

 

◆「ライトアップ・大暖簾・提灯」（10 月 11 日～11 月 13 日、日没～22：30） 
三井本館をはじめ周辺商業施設を橙色にライトアップ。各店舗入口には大暖簾を掲出。コレド室町の仲通りでは、日本

の伝統模様を施した提灯を掲出いたします。 

 

＜連携イベント＞ 
◆「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋」（10 月 11 日～28 日） 

今年で8回目となる、着物文化を発信し街に賑わいを創出するイベント。恒例の「日本橋 橋上」で行われる「きもの大集

合写真」（10/26 開催）をはじめ、着物のレンタル・着付けがリーズナブルに体験できる「きものレンタル・着付け」、「き

ものステーション」を和室レンタルスペース｢橋楽亭｣にて実施。 



添付資料 

■「ハレ EDO 日本橋 2014 ～こころ躍る、秋まつり～」実施概要 

実施期間： 2014 年 10 月 11 日（土）～11 月 13 日（木） 

主 催： 三井不動産株式会社 

実施主体： ハレ EDO日本橋 2014 運営事務局（三井不動産および協力団体で組織する本イベントの実施主体） 

協 力：  コレド日本橋、コレド室町、コレド室町 2、コレド室町 3、べったら市保存会、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、

人形町商店街協同組合、薬祖神奉賛会、NPO 法人はな街道、ＴＯＨＯシネマズ 日本橋、

YUITO/YUITO ANNEX （50 音順） ※いずれも予定 

W E B： 「まち日本橋」特設ページ（URL http://www.nihonbashi-tokyo.jp/hare2014） 

運営事務局： 03-5225-3535（平日 11：00～20：00）※開設期間 10/11～11/13 

 

＜主催イベント一覧＞ 

催事名 実施日 場所 

① ハレ EDO キッズ縁日 
11/1（土）～11/3（月祝）

11/8（土）～11/9（日）
日本橋室町エリア 

② 「日本橋の秋まつり」スタンプラリー 10/16（木）～10/20（月）
日本橋案内所、人形市・薬祖

神祭・べったら市の会場 

③ 「和食の日」×おいしい日本橋老舗のワークショップ
10/25（土）～11/24（月祝）

※期間、土日祝のみ開催
日本橋案内所 

④ ライトアップ・大暖簾・提灯 10/11（土）～11/13（木） 日本橋室町エリア 

 

＜連携イベント一覧＞ 

催事名 実施日 場所 

⑤ TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～ 10/11（土）～10/28（火）
日本橋 橋上、日本橋三越本

店・日本橋髙島屋、橋楽亭 

⑥ 市川海老蔵が紡ぐ『和の世界』 JAPAN THEATER 10/11（土）～10/26（日） 日本橋三井ホール 

⑦ 第 27 回東京国際映画祭 「庵野秀明の世界」 10/24（金）～10/30（木） ＴＯＨＯシネマズ日本橋 

⑧ 東京駅開業 100 周年記念「あるこう！東京駅～日本橋 百年散策」 10/11（土）～12/20（土）

東京駅、大丸東京店、日本橋

髙島屋、日本橋三越本店、日

本橋案内所 

⑨ COREDO 落語会 10/28（火） 日本橋三井ホール 

⑩ SAKE COMPETITION 2014 授賞式＆受賞パーティ「蔵元を囲む会」 10/29（水） 日本橋三井ホール 

⑪ はな街道 10 周年記念 「はな彩る中央通り花壇デザインショウ」 10/1（水）～11/30（日） 日本橋・京橋エリア 

 
本イベントの主催者である三井不動産は官民地元が一体となって、「残しながら、

蘇らせながら、創っていく」をコンセプトとした、地域の活性化と街に新たな魅

力を創造する活動「日本橋再生計画」を推進しています。本イベントを通じて、

日本橋の魅力を発信するとともに、日本橋地域の活性化に繋げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



添付資料 

＜主催イベント＞ 
①ハレ EDO キッズ縁日 

開催日時： 11 月 1 日（土）～3日（月祝）、11 月 8 日（土）～9日（日） 

11:00～19:00 

開催場所： 日本橋室町エリア 

内 容： 子ども向けの体験型縁日が期間限定で日本橋に登場。懐かしい縁

日や体験ゲームをお楽しみいただけます。ご参加頂いたお子さま

には日本橋の老舗が提供するお菓子や小物をプレゼント。 

参加方法： 下記対象施設のお買い物レシート 500 円以上を会場にお持ちいた

だくと、1 名様１回あたり 5 つのゲームのうち 3 つまでご参加頂

けます。（小学生以下のお子さまが対象となります） 

対象店舗： コレド日本橋、コレド室町、コレド室町 2、コレド室町 3、日本橋

三井タワー（コレド室町タワーダイニング含む） 

 

②「日本橋の秋まつり」スタンプラリー 

開催日時・会場： 10 月 16 日（木）～18 日（土） 会場：人形市 会場 

 10 月 17 日（金）会場：薬祖神祭 会場 

 10 月 19 日（日）～20 日（月） 会場：べったら市 会場 

 ※台紙受渡・景品引換は日本橋案内所（コレド室町 地下 1階） 

内 容： 秋の日本橋祭事を巡るスタンプラリー企画。日本橋案内所で台紙を

受取り、いずれかの祭事会場でスタンプを押印。台紙を日本橋案内

所にお持ちいただくと、日本橋の老舗が提供する粗品をプレゼン

ト。日本橋エリアで行われる伝統的な祭事と街巡りをお楽しみく

ださい。   

 

③「和食の日」×おいしい日本橋老舗のワークショップ 

開催日程： 10 月 25 日～11 月 24 日までの土日祝 

開催場所： 日本橋案内所（コレド室町 地下 1階） 

参加店舗： 9 店舗（予定・50 音順） 

榮太樓總本鋪、国分、日本橋古樹軒、にんべん、ミカド珈琲、 

森乃園、八木長本店、大和屋、山本海苔店 

内 容： 11 月 24 日の「和食の日」にちなんで日本橋の老舗・名店による 

“食”のワークショップを開催。日常の料理に役立つコツやアレ

ンジレシピから、作り手のプロが教える和菓子づくりや和食の文

化など、さまざまな日本の“食”を伝授します。 

定 員： 各回最大 8名 ※事前予約制（空きがあれば当日参加可） 

※実施時間、参加費は各ワークショップにより異なります。 

 

④ライトアップ・大暖簾・提灯 

開催日時： 10 月 11 日（土）～11 月 13 日（木） 日没～22：30 

開催場所： 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 他 

内 容： 涼を感じさせる青にライティングした夏に続き、橙色のライトアップ

を三井本館はじめ周辺商業施設に施します。また各店舗入り口には  

   大暖簾を掲出。コレド室町・コレド室町 2の間の仲通りでは、日本の

伝統模様を施した提灯を掲出いたします。 
 
 
【主催イベントに関する問合せ先】 

お客様お問合せ先： ハレ EDO 日本橋 2014 運営事務局 TEL 03-5225-3535（平日 11:00～20:00） 

 

 

 イベント詳細は「まち日本橋 特設サイト」で後日発表（10/9 頃公開予定） http://www.nihonbashi-tokyo.jp/hare2014/

ハレ EDO キッズ縁日 

（イメージ） 

「日本橋の秋まつりスタンプラリー

（べったら市の様子） 

ライトアップ 

（2014 年春の様子） 

「和食の日」×おいしい日本橋老舗の

ワークショップ 



＜連携イベント＞ 
⑤TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～ 

開催日時： 10 月 11 日（土）～10 月 28 日（火） 

開催場所： 日本橋 橋上、日本橋三越本店、日本橋髙島屋、 

 橋楽亭（コレド室町 3 3 階） その他 

内 容： 今年で 8 回目となる、着物文化を発信し街に賑わいを創出するイ

ベント「TOKYO KIMONO WEEK 2014 ～きもの・和・日本橋～」。恒

例の日本橋橋上で行われる「きもの大集合写真」（10/26 開催）を

はじめ、着物のレンタル・着付けサービスやお直しなどのサービ

スを橋楽亭にて実施。また、日本橋三越本店・日本橋髙島屋によ

る百貨店連携企画「きものスタンプラリー」を開催。期間中には、

着物に関連した多彩なイベントが街中で催されます。 

主 催： TOKYO KIMONO WEEK 実行委員会 

お問合せ： TOKYO KIMONO WEEK 運営事務局 

 TEL 03-5225-0505（平日 11:00～20:00） 

取材問合せ： 株式会社プラップジャパン 

 TEL 03-4580-9103 FAX 03-4580-9151 

W E B： http://www.nihonbashi-tokyo.jp/kimono2014/（10/9 頃公開予定） 

 

⑥市川海老蔵が紡ぐ『和の世界』 JAPAN THEATER 

開催日時： 10 月 11 日（土）～10 月 26 日（日）※東京会場のみ 

開催場所： 日本橋三井ホール（コレド室町 5 階 ※エントランスは 4階） 

内 容： 歌舞伎新時代を駆け抜ける成田屋・市川海老蔵。初代、市川團十

郎生誕から 350 年以上。團十郎が荒事を始め江戸の町の喝采を浴

びた時より連綿と受け継がれてきた伝承芸能、歌舞伎。江戸時代

は歌舞伎の他にも能楽、狂言、落語とさまざまな文化が花開いた

時代であったと言えます。それらを市井の人々は慈しみ、楽しみ

としていたと語り継がれています。まさに日本固有の芸能が生ま

れた時代を今こそ振り返り、見直してみたいとの思いが海老蔵の

心に沸々ときざし「JAPAN THEATER」にたどり着きました。十一代

目市川海老蔵は歌舞伎の伝統、伝承に真摯に向き合い次世代に向

けて歩んでいます。日本の伝統芸能を紐解き、紡ぎ出したいと願

った舞台 『JAPAN THEATER』 が江戸の町の中心であった日本橋、

で 2014 年秋、幕が開きます。 

主 催： フジテレビジョン 

企 画： 市川海老蔵 

お問合せ： Japan Theater 製作実行委員会  TEL 03-5772-3551 

取材問合せ： る・ひまわり（担当：金井・田中） 

 TEL 03-3585-3478  FAX 03-3585-3468 

W E B： http://www.japantheater.jp/ 

 

⑦第 27 回東京国際映画祭 「庵野秀明の世界」 

開催日時： 10 月 24 日（金）～10 月 30 日（木） 

開催場所： ＴＯＨＯシネマズ 日本橋（コレド室町 2 3 階） 

内 容： 世界中から 選りすぐりの映画が集まるアジア最大級の国際映画

祭。ＴＯＨＯシネマズ 日本橋では、主要部門の作品に加え、日本

を代表する映像作家庵野秀明の特集上映を開催。貴重な自主制作

時代の作品や世界的に大ブームを起こした「エヴァンゲリオン」

シリーズなどを約 50 作品が一挙に上映！ 

主 催： 公益財団法人ユニジャパン（第 27 回東京国際映画祭） 

お問合せ： ハローダイヤル TEL 03-5777-8600 

取材問合せ： 東京国際映画祭事務局（宣伝広報グループ）TEL 03-3553-4793 

W E B： http://www.tiff-jp.net 

きもの大集合写真 

（2013 年開催時の様子）

市川海老蔵 

庵野秀明 氏 



⑧東京駅開業 100 周年記念「あるこう！東京駅～日本橋 百年散策」 

開催日時： 10 月 11 日（土）～12 月 20 日（土） 

開催場所： 東京駅、大丸東京店、日本橋髙島屋、日本橋三越本店、 

 日本橋案内所（コレド室町 地下 1階） 

内 容： 東京駅が今年 12 月 20 日に開業 100 周年を迎え、八重洲・日本橋エ

リアへの玄関口として整備が進められていた八重洲口駅前広場が全

面使用開始されたことを記念した企画で、東京駅から日本橋間が気

軽に散策できるほど身近な距離であることを体感していただくこと

を目的としています。イベント期間中は、東京駅および、東京駅～

日本橋間の散策マップと限定ノベルティである記念レプリカ硬券を

配布します。散策マップには、東京駅・八重洲と日本橋エリアの、

江戸・大正および現在の地図と、老舗店舗や歴史的見どころが掲載

されており、参加者は歴史を旅する感覚で散策をお楽しみいただけ

ます。この他、本イベントの開催を記念したオープニングセレモニ

ーや、各者を代表するキャラクター等を東京駅内に展示するイベン

トの開催も予定しています。 

主 催： 東京ステーションシティ運営協議会、株式会社大丸松坂屋百貨店、 

株式会社髙島屋、三井不動産株式会社、株式会社三越伊勢丹 

お問合せ： 東京ステーションシティ PR 事務局 （プラップジャパン内） 

 TEL 03-4570-3181  FAX 03-4580-9132  tsc_pr@ml.prap.co.jp 

取材問合せ： 東京ステーションシティ PR 事務局 （プラップジャパン内） 

 TEL 03-4570-3181  FAX 03-4580-9132  tsc_pr@ml.prap.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

⑨COREDO 落語会 

開催日時： 10 月 28 日（火） 開場 18:30／開演 19:00 終演 21:00 過ぎ予定 

開催場所： 日本橋三井ホール（コレド室町 5 階 ※エントランスは 4階） 

内 容： 落語評論家・料理評論家の山本益博プロデュースによる落語会。 

 記念すべき第 1 回は落語界の爆笑王、柳家権太楼師匠をお迎えし

ます。 

出 演： 柳家権太楼、柳家花緑、春風亭一之輔 

料 金： 5,000 円（税込／全席指定） 

 前売りチケットはチケットぴあ（Pコード 439-496）にて発売中。 

 ※チケットお問合せ TEL 0570-02-9999（24 時間） http://pia.jp/ 

主 催： 株式会社マスヒロジャパン 

お問合せ： TEL 03-6278-7690 

取材問合せ： TEL 03-6278-7690 柳家権太楼 師匠 

東京駅開業 100 周年記念 

「あるこう！東京駅～日本橋 百年散策」

記念レプリカ硬券と記念台紙 

 



⑩SAKE COMPETITION 2014 授賞式＆受賞パーティ「蔵元を囲む会」 

開催日時： 10 月 29 日 19:00～ 

開催場所： 日本橋三井ホール（コレド室町 5 階 ※エントランスは 4階） 

内 容： 日本全国から 280 蔵 856 種の日本酒が集結し、世界一美味しい日

本酒を決める品評会「SAKE COMPETITION 2014」。9 月 12 日、13

日の 2 日間で、日本酒の専門家たちによる完全ブラインド形式で

の審査を終え、5 つの部門（純米部門、純米吟醸部門、純米大吟

醸部門、市販価格 5,000 円未満の Free Style 5000、Free Style）

の上位酒が決定しました。本イベントではその結果を発表いたし

ます。第１部の授賞式では、日本全国から蔵元が大集合し、華や

かな表彰式を行います。第２部の授賞パーティ「蔵元を囲む会」

では「SAKE COMPETITION 2014」参加 280 蔵の中から、100 蔵が参

加し、200 種類以上の日本酒を蔵元自らゲストのグラスに注ぎ、

酒造りの話を聞きながら飲み比べができるスペシャルイベントで

す。会場内には「サカナの中勢以」をはじめ、COREDO 室町 2の人

気デリ 6 店が特別出店。お酒とつまみのマリアージュを体験でき

ます。 

料 金： 5,000 円(お食事チケット 1,000 円分含む) 

 ※ウェブサイトより事前申込み 

参加人数： 500 名(先着申込み) 

主 催： SAKE COMPETITION 実行委員会 

お問合せ： SAKE COMPETITION 実行委員会 sake@ssu.co.jp 

取材問合せ： SAKE COMPETITION 2014 PR 事務局 sake@ssu.co.jp  
W E B： http://sakecompetition.com/ 

 

⑪はな街道 10 周年記念 「はな彩る中央通り花壇デザインショウ」 

開催日時： 10 月 1 日（水）～11 月 30 日（日） 

開催場所： 日本橋から京橋迄の中央通り はな街道 15 花壇 

内 容： はな街道 10 周年記念行事として「中央通り」の京橋から日本橋本 

町までの約 2ｋｍの区間、「はな街道」の花壇を対象に、国際都市

東京の中心部である日本橋「中央通り」のにぎわいと回遊性を創

造することを目的として、まち並みを彩る花壇デザインショウを

実施します。中央通りを中心に、まち並みににぎわいを演出しま

す。一般の方々が選ぶ大向う賞も有り投票者にはルンバをはじめ

多数の景品が用意されています。 

主 催： NPO 法人 はな街道 

お問合せ： NPO 法人 はな街道事務局 info@hanakaido.info 

取材問合せ： NPO 法人 はな街道事務局 TEL 03-3664-8741 info@hanakaido.info 

W E B： http://www.hanakaido.info/ 

はな彩る中央通り 

花壇デザインショウ 

SAKE COMPETITION 


