
三井不動産株式会社 

食欲の秋、日本橋で初めてワインの祭典を開催。昔ながらのお祭りやレトロなイベントも。 

『日本橋 秋のみどころ 2015』 
2015 年 10 月 3 日（土）～11 月 3 日（火・祝）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 2015 年 10 月 3 日（土）から 11 月 3 日（火・祝）までの期間、

グルメに関するイベントや、地元のお祭りと連携したイベントなどを開催いたします。 
 

グルメイベントでは、「マリアージュ Festival」を初開催。漫画「神の雫」とコラボレーションし、日本橋の人

気店の料理とワインのマリアージュなどをお楽しみいただけます。また、昨年に引き続き、東北の復興を応援す

るため、福島県・宮城県の特産品を紹介する「日本橋室町マルシェ 2015」も開催します。 
 

日本橋ならではの伝統や歴史を楽しめるイベントでは、今年も日本橋の市やお祭りを巡る「日本橋の秋祭りス

タンプラリー」を開催。また、都電全盛期の「黄色に赤帯」の車両をイメージした「都電ラッピングトロリーバス」

が日本橋エリアを運行し、中央通りなどに懐かしい風景を甦らせます。 
 
その他、期間中の日本橋では、“粋”な着物文化を楽しむ「TOKYO KIMONO WEEK 2015」、日本中から厳選され

た日本酒蔵の利き酒が楽しめるイベント「第 3 回 日本橋エリア 日本酒 利き歩き 2015 秋」、福徳神社周辺に日

本橋の名店が軒を連ねる「大江戸 東京 まんまん祭り～福徳まつり～」などが開催され、街を賑やかに盛り上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

日本橋の主な秋イベント 

 「マリアージュ Festival」 10/15(木)～11/3(火・祝)  11：00～23：00（店舗により異なる） 

人気ワイン漫画「神の雫」とコラボし厳選ワインと日本橋の人気店の料理の組み合わせを楽しめるイベント。期間中に
は味覚センサーを使った施策や、「神の雫」原画展、ワインに関するワークショップなども実施予定。 

 「日本橋室町マルシェ 2015」 10/7(水) 11:00～20:00  

宮城県、福島県のアンテナショップなど 6団体が美味しい特産品を販売。東北復興を応援します。 

 「日本橋の秋祭りスタンプラリー」 10/8(木)～10/20(火) 

人形市 10/8(木)～10(土)、薬祖神祭 10/16(金)、べったら市 10/19(月)～20(火)など、日本橋の秋まつりを巡

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、

日本橋の老舗の商品をプレゼント。 

 「都電風ラッピングトロリーバス」 10/10（土）、12（月・祝）、17（土）、18（日）、24（土）、31（土）、11/1（日）、3（火・祝） 

「東京駅～日本橋 昭和レトロめぐり」の連携イベントとして、期間中の週末は昔の都電をイメージしたラッ

ピングトロリーバスが日本橋中を巡ります。(乗車無料)  
＜同時開催イベント＞ 

 「TOKYO KIMONO WEEK 2015 ～きもの・和・日本橋～」 10/7（水）～10/27（火） 
今年で 9 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。日本橋橋上で行われる「きもの大集

合写真」（10/25 開催）をはじめ、街中で着物イベントを楽しめます。 
 

 「第 3 回 日本橋エリア 日本酒 利き歩き 2015 秋」 10/3(土)14:00～18:30 

全国から厳選の42の日本酒蔵が集結。日本橋の老舗・名店の酒肴と共に日本酒を好きなだけ堪能できるイベント。 
  

 「大江戸 東京 まんまん祭り～福徳まつり～」 10/25(日) 11:00～16:00 

 

 

マリアージュ Festival（イメージ） 「日本橋の秋祭り」スタンプラリー（べったら市の様子） 

仲通り、浮世小路にて日本橋の名店が出店する「福徳市」や豪華商品が当たる「福徳くじ」などを実施。 

 2015 年 9 月 15 日

報道関係者各位 



 「日本橋秋イベント」実施概要  
 
実施期間： 2015 年 10 月 3 日（土）～11 月 3 日（火・祝） 

主 催： 三井不動産株式会社 

W E B： 「まち日本橋」特設ページ（URL http://www.nihonbashi-tokyo.jp/autumn2015） 

※10 月 9 日頃公開予定 

 

＜主催イベント一覧＞ 

催事名 実施日 場所 

① マリアージュ Festival 10/15（木）～11/3（火） 日本橋室町エリア 

② 日本橋室町マルシェ 2015 10/7（水） 江戸桜通り地下歩道 

③ 日本橋の秋祭りスタンプラリー 10/8（木）～10/20（火） 日本橋室町エリア 

④ 都電風ラッピングトロリーバス 

(「東京駅～日本橋 昭和レトロめぐり」連携イベント)

10/10（土）～11/3（火・祝）

のうち、8日間 
東京駅～日本橋地域 

 

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。 

 

 

 

＜同時開催イベント一覧＞ 

催事名 実施日 場所 

⑤ TOKYO KIMONO WEEK 2015 ～きもの・和・日本橋～  10/7（水）～10/27（火）
日本橋 橋上など、日本橋地

域 

⑥ 第43回 日本橋・京橋まつり 大江戸活粋パレード 10/25（日） 
中央通り（京橋三丁目～日本橋

室町三丁目） 

⑦ 第3回 日本橋エリア  日本酒 利き歩き 2015 秋 10/3（土） 
日本橋の周辺施設、 

近隣商店 50 店舗(予定) 

⑧ 大江戸 東京 まんまん祭り～福徳まつり～ 10/25（日） 福徳神社周辺 

⑨ 第 10 回 にんぎょうちょうの「人形市」 10/8(木)～10/10(土) 人形町通り両歩道上 

⑩ 日本橋恵比寿講べったら市 10/19（月)～10/20(火) 寶
たから

田
だ

恵比寿
え び す

神社周辺 

⑪ 薬祖神祭 10/16（金） 昭和薬易ビル 

⑫ 秋の名橋「日本橋」粋だね市 10/25（日） 日本橋北詰 

⑬ 日八会 秋のお江戸まつり 10/25（日） 日本橋プラザビル南側広場 

 
 



＜主催イベント＞ 

①マリアージュ Festival 
開催日時： 10 月 15 日（木）～11 月 3 日（火・祝）※時間は各店によって異なる 

開催場所： 日本橋室町エリア 

内 容： 国内外問わず人気のワイン漫画「神の雫」とコラボした回遊型イベント。コレド室町、コレド日本

橋、日本橋三井タワー、わたす日本橋の店舗をお得に回遊することができるワインパスポートを販売し、原

作者の手によって厳選された 20 種類の「ワイン」と日本橋エリアの各店の「逸品」との絶妙の組

み合わせを“マリアージュセット”としてお楽しみ頂きます。その他「神の雫」原画展や、ワイン

と料理の相性度を数値化できる味覚センサーを使った施策、豪華商品が当たる抽選会も実施予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料 金： 前売りチケット2,800円、当日チケット3,000円（税込） 

チケット販売： コレド室町 1階、コレド日本橋地下 1階 

※前売りチケットは上記以外に PassMarket にて販売予定 
※参加店舗など詳細は、追って「まち日本橋」特設ページ（URL http://www.nihonbashi-tokyo.jp/autumn2015） 

で公開予定。 
 

＜マリアージュ Festival 期間中のイベント詳細＞ 
 
 マリアージュトリップ 

開催日時： 10 月 15 日（木）～11 月 3 日（火・祝）※時間は各参加店舗によって異なる 
内 容： 「神の雫」セレクトのワインとフードを世界旅行気分で楽しむイベント。3つのマリアージュを体験

すると、人の味覚を数値化してワインとフードの相性度(マリアージュ度)を判定する「味覚セン
サーレオ」の判定結果にチャレンジできます。自分の味覚とレオの判定を比較してお楽しみいた
だけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 マリフェスミュージアム 
開催日時： 10 月 15 日（木）～10 日 17(土）11:00～22:00 

内 容： 「神の雫」原画展やワインギャラリーなど楽しめるイベントを開催予定。観覧無料。 
 
 
 
  

マリアージュ Festival メインビジュアル マリアージュセットイメージ

味覚センサー「レオ」 イメージ



 ワインワークショップ情報 

＜日本橋案内所ワインワークショップ＞ 

開催日時： 10月 17日（土）・18（日） 風呂敷で包むワインボトルラッピング講座 

10月24日（土）・25日（日）小津和紙 和紙で包むワインボトルラッピング講座  

10 月 31 日（土）八木長本店 ワインに合う！和の食材講座 

11 月 1 日（日）国分株式会社 ワインに合う！「缶つま」講座 

開催場所： 日本橋案内所（コレド室町 1  地下 1階） 

金  額： ワークショップにより異なる 

概   要： ホームパーティーの手みやげにぴったりな、和の温もり感じる風呂敷や和紙

のボトルラッピングワークショップ、創業270余年のだし専門店のワインにぴったりな和食の組み合

わせをレクチャーするワークショップなどを実施。 

お問合せ： 日本橋案内所（コレド室町 地下 1階） 

 TEL 03-3242-0010 (10:00～21:00) 

 

＜ワインを使ったお菓子実演 富澤商店＞ 

開催日時： 10 月 30 日（木） ①13：00～ ②15：00～ 

ふんわり柔らかいモワルーショコラのマリアージュスイーツ 

11 月 1 日（日）   ①14:00～ ※参加費無料・完全予約制(先着 8名) 

濃厚レアチーズケーキと木の実のマリアージュスイーツ 

※各回 60～90 分 

開催場所： 富澤商店クッキングスタジオ（コレド室町 3  地下 1階） 

お問合せ： 富澤商店（コレド室町 3 地下 1階） 

 TEL 03-3277-6020 (10:00～21:00) 

 

②日本橋室町マルシェ 2015 ～東北復興応援プロジェクト～ 
開催日時： 10 月 7日(水) 11:00～20:00 
開催場所： 江戸桜通り地下歩道 
主  催： 一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント 
共  催： 三井不動産株式会社 
概 要： 宮城県、福島県のアンテナショップなど6団体が選りすぐりの美味しい特産品を紹介・販売し、 

東北復興を応援します。 

参加店舗： わたす日本橋、一般社団法人石巻元気復興センター、特定非営利活動法人ガーネットみやぎ、 

 八葉水産、宮城ふるさとプラザ、日本橋ふくしま館-MIDETTE 

料 金： 入場無料 

後 援： 復興庁宮城復興局、宮城県、福島県 

お問合せ： シーアンドシーパートナーズ 

      TEL 03-6264-3660 

メニュー例：  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

商品：牛タン入りつくね 
店舗：石巻元気復興センター 

商品：あわ饅頭 
店舗：日本橋ふくしま館 

商品：わかめフォカッチャ 
店舗：わたす日本橋 

宮城県産牛タンを使用した 
ジューシーな一品 

会津柳津名物！ 
独特の食感がクセになる 

三陸産わかめを練りこみ、 
食物繊維・ミネラルタップリ 

国分ワークショップ(イメージ) 



③日本橋の秋祭りスタンプラリー

開催日時・会場： 10 月 8 日（木）～10 日（土）  

会場：にんぎょうちょうの「人形市」 会場 

10 月 16 日（金） 

会場：薬祖神祭 会場 

10 月 19 日（日）～20 日（月）  

会場：日本橋恵比寿講べったら市 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再びお持ちいただくと、
日本橋の老舗の商品をプレゼント。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い
ただけます。 

④都電風ラッピングトロリーバス

開催日時： 10 月 10 日（土）、12 日（月・祝）、17 日（土）、18 日（日）、24 日（土）、 

31 日（土）、11 月 1 日（日）、3日（火・祝）の計 8日間 

開催場所： 日本橋エリア 

内 容： 昭和レトロをテーマに東京駅・日本橋エリアをめぐるイベント「東京駅～日本橋 

昭和レトロめぐり」の連携施策として、都電全盛期の「黄色に赤帯」の車両をイ

メージしたラッピングトロリーバスを日本橋エリアで運行。実際に都電が走って

いた中央通りなどに懐かしい風景がよみがえります。 

主 催： 三井不動産株式会社 

協 賛： 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、株式会社三越伊勢丹、八重洲地下街株式会社、株

式会社鉄道会館 

協 力： 人形町商店街協同組合、東京都交通局（予定） 

企画協力： 日本橋地域ルネッサンス 100 年計画委員会 

後 援： 中央区観光協会（予定） 

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 

＜同時開催イベント＞ イベント詳細は「まち日本橋 特設サイト」で後日発表(10 月 9 日頃公開予定)http://www.nihonbashi-tokyo.jp/autumn2015 

「日本橋の秋まつり」スタンプラリー

（べったら市の様子）

トロリーバス（イメージ）

「東京駅～日本橋 昭和レトロめぐり」



きもの大集合写真 

（2014 年開催時の様子） 

⑤TOKYO KIMONO WEEK 2015 ～きもの・和・日本橋～

開催日時： 10 月 7 日（水）～10 月 27 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9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 2015 ～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」（10/25 開

催）をはじめ、外国人観光客にも楽しんで頂ける着物のレ

ンタル・着付けサービスやお直しなどのサービスを予定。

期間中は、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 03-5652-5403（芝居茶屋 新日屋内 平日 10:00～17:00） 

取材問合せ： 株式会社プラップジャパン 

TEL 03-4580-9101 FAX 03-4580-9127 

W E B： http://www.nihonbashi-tokyo.jp/autumn2015（10 月 9 日頃公開予定） 

⑥第 43 回 日本橋・京橋まつり 大江戸活粋パレード
開催日時： 10 月 25日(日) 11:00～15:00 
開催場所： 中央通り（京橋三丁目～日本橋室町三丁目） 
主 催： 日本橋・京橋まつり実行委員会 
概 要： 「諸国往来」のコンセプトで全国から多くの祭りを招致し、中央通り（京橋から日本橋） 

約 1.5 ㎞を総勢 1,800 名がパレードを行います。また、地元老舗の名品や全国各地の名産品を販
売する「諸国往来市」や江戸野菜体験コーナーやけん玉・こままわし体験など、江戸時代に花開い
た庶民文化をお楽しみ頂けます。 

お問合せ： 日本橋・京橋まつり実行委員会事務局 

TEL 03-3561-7348（平日 10:00～17:00） 

⑦第 3 回 日本橋エリア  日本酒 利き歩き 2015 秋
開催日時： 10 月3日(土) 14:00～18:30  
開催場所： 日本橋の周辺施設、近隣商店 50 店舗（予定） 
概 要： 全国の蔵元42蔵が日本橋エリアに集結。日本橋人形町・室町エリアをお得

に回遊することができるチケットを販売いたします。厳選された日本酒と、日
本橋の歴史ある老舗の伝統の技が込められた一品をお楽しみ下さい。 

当日受付： 新川屋 佐々木酒店、日本橋案内所、きく家はなれ、DALIA ダリア 
料 金： 前売りチケット2,500円、当日チケット3,000円（税込） 

※飲食代別途、チケットは予定枚数に達し次第終了 

チケット販売： 新川屋 佐々木酒店、日本橋案内所、各参加店舗  

※前売りチケットは上記以外にイープラスにて販売 

お問合せ： 新川屋 佐々木酒店 TEL 03-3666-7662 

※対象店舗など詳細は、日本橋日本酒プロジェクトホームページ  
W E B： http://www.sasas.jp/ 

昨年の様子 昨年の様子 昨年の様子 

第3回 日本橋エリア 日本酒 利き歩き 2015 秋 

メインビジュアル 



⑧大江戸 東京 まんまん祭り～福徳まつり～ 
開催日時： 10 月 25日(日) 11:00～16:00  
開催場所： 福徳神社周辺 
概 要： 仲通り、浮世小路にて日本橋の名店が出店する「福徳市」

と豪華商品が当たる「福徳くじ」、百鬼夜行をテーマとした
アトラクションを予定。 

お問合せ： 日本橋北詰商店会事務局 (月刊日本橋内) 
TEL 03-6202-1221 

 
⑨第 10 回 にんぎょうちょうの「人形市」 
開催日時： 10 月8日(木)～10日(土)10:00～19:00 
開催場所： 人形町通り両歩道上 
主 催： 人形町商店街協同組合 
概 要： 人形師が多く集まったことから町名がついた人形町。 

江戸・明治期から続く老舗 57 軒が、さまざまな人形や関
連したグッズを販売展示します。 

お問合せ： 人形町商店街協同組合 
TEL 03-3666-9064  

⑩日本橋恵比寿講べったら市 
開催日時： 10 月 19日(月)15:30～小人みこし 16:00～大人みこし 

10月20日(火)16:00～べったら音頭盆踊り 

開催場所： 寶
たから

田
だ

恵比寿
え び す

神社周辺 

概 要：  大根を甘く浅漬けにしたべったら漬けを売る露店が、寶田
恵比寿神社を中心に、旧大伝馬町一帯（日本橋本町三丁目、
大伝馬町）や堀留町にかけて軒を連ねます。 

お問合せ： 日本橋恵比寿講べったら市保存会 
 TEL 090-4674-7071 
      
⑪薬祖神祭 
開催日時： 10 月16日(金)15:30～18:30 
開催場所： 昭和薬易ビル 
主 催： 薬祖神奉賛会 
概 要： 江戸時代より薬問屋街として繁栄し、現在は製薬関係の企

業が多く集まる街“日本橋本町”にて薬事に関して崇敬が
篤い薬祖神社の「薬祖神祭」を実施。参拝者には御神酒や
おしるこの振舞い、福引参加や特別屋台による子供噺子も。 

お問合せ： 薬祖神奉賛会(東京薬事協会内) 
TEL 03-3279-1300  

 

⑫秋の名橋「日本橋」粋だね市 
開催日時： 10 月 25日(日) 11:00～15:00 
開催場所： 日本橋北詰 
主 催： 名橋「日本橋」保存会 
概 要： 国の重要文化財である日本橋のたもとに、地元老舗をは 

じめ、熊本県、鳥取県などの名産品が並ぶ。また、東京近郊
で伝統的に生産されてきた江戸野菜の販売も。 

お問合せ： 名橋「日本橋」保存会 
TEL 03-3274-6263  

 
⑬日八会 秋のお江戸まつり 
開催日時： 10 月 25日(日) 11:00～16:00  
開催場所： 日本橋プラザビル南側広場 
概 要： かつて江戸の庶民が親しんだ屋台をモチーフに、そばや 

天ぷらの露店が並ぶ。また、火消しによる木遣りや梯子乗り
に、尺八や和太鼓などの演目が会場を盛り上げます。 

お問合せ： 日本橋六之部連合町会青年部 日八会 

 TEL 090-8858-0698 

W E B： http://www.28kai.jp 
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