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第1 弾プレスリリース

浴衣が似合う街日本橋で息づく“江戸の涼み方”が現代に蘇る

『ECO EDO 日本橋 2016 ～五感で楽しむ、江戸の涼～』
2016 年 7 月 8 日(金)～9 月 25 日(日) 日本橋全域で過去最多の施策を開催
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 2016 年 7 月 8 日(金)から 9 月 25 日(日)
までの期間、今年で 9 回目となる日本橋地域の夏のイベント『ECO EDO 日本橋 2016 ～五感で楽しむ、江戸の涼～』
を開催します。
『ECO EDO 日本橋』は、江戸時代に日本橋で育まれた“涼”をとる生活の知恵や工夫を現代流にアレンジした様々な
イベントを街中で開催します。
“見て”涼を感じる「金魚」
・
「提灯」
、
“着て”涼をとる「浴衣」
、
“聞いて”涼をとる
「風鈴」
、
“江戸の知恵”が詰まった「舟遊び」
・
「打ち水」など、日本情緒溢れる納涼気分を五感で体感いただけます。
今年は日本橋全域を楽しめるよう、回遊型の新施策も展開します。日本橋全域において、江戸で花開いた庶民文化の
代表格である「浴衣」を身にまとい、街歩きをお楽しみいただけます。
また、同時期には連動施策として水中アート展覧会『アートアクアリウム誕生 10 周年記念祭 ECO EDO 日本橋 アートアクアリウ
ム2016 ～江戸・金魚の涼～ ＆ ナイトアクアリウム～』や、全国の猛者が一堂に集う「第 4 回日本橋金魚すくいグランプリ」
、
金魚のデコレーションが施された観光船でのクルージング等、期間中過去最多となる施策を広域に渡り展開予定です。

「ECO EDO 日本橋 2016 ～五感で楽しむ、江戸の涼～」 主なイベント
【金魚装飾】 金魚を“見て”涼む ～高さ約1.8m の「金魚大提灯」初登場～
福徳神社へと続く参道「仲通り」及び「コレド日本橋」のエントランスには、ECO EDO 日本橋 2016 総合プロデ
ューサー木村英智氏（アートアクアリウムアーティスト）デザインの、高さ約 1.8m の「金魚大提灯」が初登場。
仲通りでは約 100 個の金魚提灯も軒を連ね、
“見て”涼を感じる粋な金魚街道を作り出します。

【金魚回遊施策】 スイーツを“食べて”涼む ～金魚スイーツ食べ歩きや、金魚トロリーバスが初登場～
老舗・百貨店・商業施設各店合計約 55 店舗(5 月 31 日時点)で、金魚をモチーフにしたスペシャルスイーツを楽し
む「金魚スイーツさんぽ」を初実施。また、浴衣での移動をサポートする「金魚トロリーバス」を日本橋・人形
町・東京駅エリア各所で初運行する他、街の散策に便利なスマートフォンアプリ「ECO EDO 日本橋 金魚ナビ」
を展開。東京駅エリア、日本橋エリア全域の回遊性を向上させる施策を展開いたします。

【浴衣サービス】 浴衣を“着て”風鈴の音を“聞いて“涼む ～ゆかた・アートアクアリウムチケット特典や、着付けサービスが充実～
日本橋で花開いた庶民文化の代表格である「浴衣」の着用者特典を本年もご用意。今年は参加店軒先に“聞いて”
涼をとる金魚風鈴を設置。参加店舗で浴衣着用、もしくはアートアクアリウム2016 のチケット提示で、涼アイテムプレゼント
などの限定サービスを提供します。さらに街の各所では浴衣レンタルや着付けサービスも展開します。

【金魚屋台】 江戸の涼文化蘇る ～江戸時代に根付いた金魚を愛でる文化が復活、“金魚屋台”を初めて運行～
今年は ECO EDO 日本橋実施期間中 7～8 月の土日限定で、金魚を販売する「金魚屋台」を初めて実施。江戸時
代より金魚を愛でる文化が根付く日本橋で、当時の街の風景が蘇ります。

<初実施>金魚屋台

<初実施>金魚大提灯で彩られる仲通り

ゆかた・アートアクアリウム メインビジュアル
チケット特典

<初実施>金魚スイーツさんぽ

金魚グッズも販売
※画像はイメージです
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「ECO EDO 日本橋 2016 ～五感で楽しむ、江戸の涼～」実施概要
期
主
W

間：7 月 8 日(金)～9 月 25 日(日)
催：ECO EDO 日本橋実行委員会、名橋「日本橋」保存会
E
B：
「まち日本橋」特設ページ ※6 月中旬頃公開予定
■日本語版
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/special/ecoedo2016/
■英語版
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/en/special/ecoedo2016/
問 合 せ 先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010 (開催期間中 10：00～21：00)
日本橋全域を楽しめる広域イベント＜今年から回遊施策が拡充！＞
●ゆかた・アートアクアリウムチケット特典

初実施！●金魚トロリーバス

初実施！ ●金魚スイーツさんぽ

●金魚グッズ販売

●ECO EDO 日本橋 金魚ナビ

室町エリアのイベント
仲通り・コレド日本橋

初実施！
●金魚大提灯

期間：7 月8 日(金)～9 月15 日(木)(仲通り)※予定
7 月 8 日(金)～9 月25 日(日)(コレド日本橋)※予定

日本橋三井ホール(コレド 室町1)
●[連携企画]
アートアクアリウム誕生 10 周年記念祭
ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム2016
～江戸・金魚の涼～ ＆ ナイトアクアリウム～
期間：7 月8 日(金)～9 月25 日(日)

日本橋船着場
●納涼金魚ちょうちん船
期間：未定

●日本橋クルージング
期間：各社により異なる。(詳細はP8 ご参照)

橋楽亭（コレド室町3)
●橋楽亭ゆかたステーション
期間：7 月24 日(日)～8 月28 日(日)の毎週日曜日
及び7 月9 日(土)～9 月24 日(土)の毎週土曜日

各商業施設(コレド日本橋、三越等)
●日本橋金魚すくいグランプリ予選
期間：会場により異なる

日本橋 滝の広場
●日本橋 打ち水大作戦 2016
期間：7 月15 日（金)時間未定

●金魚屋台 初実施！
期間：7 月 9 日(土)～
8 月 28 日(日)
の土・日

●日本橋 金魚すくいグランプリ決勝
期間：8 月 28 日(日)時間未定
※画像は過去の画像もしくはイメージです
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実行委員会長が語る ECO EDO 日本橋への想い
◆江戸の知恵を現代の暮らしに活かす“ECO EDO”
「電力のなかった江戸時代の人々は、
工夫を重ねながら涼を取り、
自然と共生し、
ものを大切に扱う循環型社会を築いていました。日本橋は、いまも江戸文化が息
づく街。だからこそ説得力があり、意味のある活動だと感じています。打ち水や
ゆかた、川辺での夕涼みや金魚の観賞など、江戸時代から伝わる夏の風物詩を通
して、環境に目を向けるきっかけが生まれればと思っています。
」

ECO EDO 日本橋 実行委員会 会長 兼
名橋「日本橋」保存会 会長 中村 胤夫 氏

 ECO EDO 日本橋とは
クーラーのない江戸時代のエコな暮らしは、自然にあるエネルギーを利用し、限られたもののなかで快適にする工夫が
詰まっていました。日本橋ではその知恵と技を生かし、楽しみながら涼をとる「ECO EDO 日本橋 2016」を開催します。
子どもから大人までが親しみ、年々賑わいを増しており、日本橋ならではの華やかな夏の情緒を体感頂けます。

 ECO EDO 日本橋 宣言
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。

 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2016 の詳細は、7 月7 日頃に配信する第2 弾プレスリリースや6 月中旬に「まち日本橋」
(http://www.nihonbashi-tokyo.jp/special/ecoedo2016/)で最新情報をお届けします。
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＜ECO EDO 日本橋 2016 期間中の主催イベント＞
初実施！

① 福徳神社の参道を⾦⿂⼀⾊に染め上げる「金魚大提灯」
福徳神社に続く参道「仲通り」と「コレド日本橋」のエントランスに金魚柄の巨大な提灯が登場します。ECO EDO
日本橋 2016 総合プロデューサー木村英智氏（アートアクアリウムアーティスト）がデザインを監修。仲通
りに並ぶ通常サイズの提灯も期間中は金魚柄となり、涼しげで粋な金魚街道を作り出します。
期
間：(仲通り) 7 月8 日(金)～9 月15 日(木) ※予定 (コレド日本橋) 7 月8 日(金)～9 月25 日(日) ※予定
場
所：仲通り(コレド室町1・2 の間)、コレド日本橋エントランス
提灯サイズ：高さ約 1.8m×幅約 1.6m

初実施！

コレド日本橋イメージ

仲通りイメージ

② ⽇本橋中の涼⽢味を⾷べ歩く「金魚スイーツさんぽ」
日本橋・人形町エリアの商業施設・老舗など約 55 店舗 (5 月 31 日時点)で金魚をモチーフにしたメニューを提供
いたします。またアートアクアリウムアーティスト木村英智氏監修オリジナルメニューも登場。各店ご利用でエ
リア毎に異なるオリジナルノベルティがプレゼントされます。また 3 エリアで異なるスタンプを全て集めると豪
華な景品が当たる抽選会にも参加いただけます。
期
間：7 月 8 日(金)～9 月 25 日(日)
参加店舗：約55 店舗 (5 月31 日時点) ※詳細は P9 店舗一覧参照
各店メニュー例：※メニュー名・商品画像は全て予定です。

(日本橋 舟寿し)
羊羹でつくった金魚が泳ぐ梅ゼリー！

（箔座日本橋)
金魚型の食べる金箔と珈琲ゼリー！

（グルメショップ by マンダリン オリエンタル 東京)
金魚が可愛いグレープゼリーとパッションフルーツ味のエクレア

（BUNMEIDO CAFÉ)
色つき寒天を水草と金魚に見立てた
自家製桃&メロンゼリー！

（わなびばKITCHEN333)
水色の氷にのった金魚が可愛いカキ氷！

「アートアクアリウムアーティスト木村英智氏監修金魚スイーツ」
江戸時代当時の季節の指標「二十四節気」より、ECO EDO 日本橋期間中の六節気に
合わせたオリジナル金魚スイーツをアートアクアリウムアーティスト木村英智氏
が監修。各節気にしか味わえない限定スイーツをご提供いたします。
小暑 (7 月7 日～7 月22 日限定)
梅雨の終わる頃、これから本格的に暑くなる「小暑」の時期を、蓮の花や金魚をモチーフに爽や
かに表現しました。透明感あるソーダーゼリーに寒天で作った赤と桃色の金魚を泳がせ、堂島ロ
ールの生地で覆ったトップに甘酸っぱいトマトやフランボワーズを飾りました。

大暑 (7 月23 日～8 月6 日限定)

小暑

大暑

その昔「暑気至りつまりたる時節なればなり」と記され、快晴が続き暑さが厳しくなる「大暑」を、
夏の果物で表現しました。透明感あるソーダーゼリーに寒天で作った赤と桃色の金魚を泳がせ、堂島
ロールの生地で覆ったトップに、ひまわりのようにマンゴー、パイナップルを華やかに飾った逸品。
販売期間： 小暑(7/7-22) ⇒大暑( 7/23-8/6)⇒立秋(8/7-22) ⇒処暑(8/23-9/6)⇒白露(9/7-22)⇒秋分(9/23-25)
販売場所： 日本橋案内所、エルボラーチョ 日本橋店、WIRED CAFE News 日本橋三井タワー店 他
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初実施！

③ ⾦⿂⽂化発祥の地⽇本橋で、江⼾時代の⾵景が蘇る「金魚屋台」
観賞用の金魚をご購入いただける移動式の金魚屋台が登場いたします。
庶民文化が花開き金魚を愛でる文化発祥の街日本橋に、期間限定で金魚売りが復活し、
かつての風景が蘇ります。
期
場

間：7 月9 日(土)～8 月28 日(日) のうち土・日 12：00〜17：00 (予定)
所：福徳神社周辺他、各所で実施予定

初実施！

④ 浴⾐での快適な街歩きをサポート「金魚トロリーバス」

イメージ

東京駅・日本橋・人形町エリアで無料バスが運行。浴衣でも街の回遊をお楽しみいただける様にサポートいたします。
期
間：7 月23 日(土)～8 月28 日(日) のうち土・日・祝日
運行場所：日本橋地域 各エリア
乗車場5 ヶ所／コレド室町・日本橋三越前、浜町公園・明治座前、人形町・甘酒横丁、
日本橋髙島屋前、東京駅八重洲口
※人形町・甘酒横丁と東京駅八重洲口は、降車のみ可能
運行時間：11：00～17：00
運行車両：トロリーバス1 台
価
格：無料
「日本橋 桜フェスティバル」実施時の様子

⑤ 160 を越える店舗の軒先に⾦⿂⾵鈴が飾られる「ゆかた・アートアクアリウムチケット特典」
老舗店舗を含む参加店舗で、浴衣着用、もしくはアートアクアリウム2016 のチケット提示
で、
ワンドリンク無料や涼アイテムプレゼントなどの街歩きに嬉しい限定サービスを提供い
たします。参加店舗には目印となるよう特製の金魚風鈴が飾られており、涼しげな音を聞き
ながら特典の店舗をお探しいただけます。
期
間：7 月8 日(金)～9 月25 日(日)
参加店舗：165 店舗(5 月30 日時点)
金魚風鈴イメージ

日本橋 箸長（コレド室町3）
日本橋 長崎館（アンテナショップ）
小津和紙（和紙販売店）
ご来店された方に長崎県産フルーツの 税込 1,080 円以上ご購入の方に小津 税込 1,000 円以上ご購入された方に箸を
プレゼント。
ソフトクリームをプレゼント。
オリジナルグッズをプレゼント。

箔座日本橋（コレド室町1）
ご購入された方に箔座のあぶらとり
紙をプレゼント。

⑥ スマートフォンで⾦⿂と⽇本橋街あるき「オリジナルモバイルアプリ「ECO EDO 日本橋 金魚ナビ」
昨年好評だったオリジナルスマートフォンアプリを今年もリリースいたします。本
アプリをダウンロードするとゆかた・アートアクアリウムチケット特典対象店など
様々なお得情報や、各イベント会場までの誘導、SNS シェアなど街歩きの際のお客様
の利便性をサポートいたします。
期
間：7 月7 日(木)～9 月 25 日(日) Android 版・iOS 版にて公開
料
金：無料
利用手順：アプリをダウンロード(App Store/Google Play)後、アプリを起動。

⑦ 江⼾時代の庶⺠の知恵でクールダウン「日本橋 打ち水大作戦 2016」

イメージ

「日本橋」橋上で地元の方々が浴衣姿で打ち水を実施いたします。
期
場

間：7 月15 日(金) ※時間未定、雨天中止
所：日本橋 滝の広場

過去の様子

5

＜ECO EDO 日本橋 2016 期間中の連携イベント＞ 金魚情報
⑧ 「アートアクアリウム誕生10周年記念祭 ECO EDO日本橋アートアクアリウム2016

～江戸・金魚の涼～ ＆ ナイトアクアリウム」

『ECO EDO 日本橋 2016』総合プロデューサー木村英智氏（アートアクアリウムアーティスト）が手掛ける水中アート展覧会。
江戸時代から日本橋で夏の風物詩として日本人に親しまれてきた“金魚”にスポットをあて、“和”をテーマに、最新の照
明や映像、香りなどの演出技術が融合した唯一無二の展覧会です。毎年、日本橋では、大型新作を複数お披露目します。
期

間：7 月8 日(金)～9 月25 日(日)

場

所：日本橋三井ホール(コレド室町1

5 階 ※エントランスは4 階)

◆ 金魚と日本橋の歴史
金魚は、江戸時代に日本橋界隈を中心に花開いたと言われる世界に誇る日本の生活に根付い
た文化です。室町時代では大変な贅沢品だったといわれていますが江戸時代になると、武士
や豪商が屋敷の池で金魚を飼うようになり、金魚は街を彩る「華」としてもてはやされ、暑
い夏には「涼」として素敵に飾られました。
庶民でも手に入れられるようになった江戸後期には、浮世絵や家具・着物の柄に描かれるほ
ど金魚ブームが起こり、今日までつづく日本独自の金魚文化が発展する礎となったのです。

ECO EDO 日本橋 2016
総合プロデューサー木村英智氏
（アートアクアリウムアーティスト）

⑨ 「納涼金魚ちょうちん船」
山口県柳井市の特産品
『金魚ちょうちん』
を飾った納涼船で夜景クルーズをお楽しみいただけます。
期
間：未定
コ ー ス：日本橋船着場～日本橋川～隅田川(往復)
料
金：大人3,500 円／小学生2,000 円(税込)
問合せ先：新日屋 https://www.shinnichiya.com/

⑩ 「第 4 回日本橋金魚すくいグランプリ」

イメージ

各地から腕自慢が集まる金魚すくいの祭典「第 4 回日本橋金魚すくいグランプリ」を開催。
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、日本橋滝の広場で決勝ラウン
ドを行います。優勝をかけて3 分で何匹の金魚をすくえるか、自慢の技術を披露し合います。
期

間(予選)： 7 月16 日(土)、17 日(日)(コレド日本橋) 11：00～17：00 コレド日本橋1F 中央通り口
8 月13 日(土)、14 日(日)(日本橋三越本店) 11：00～16：00 日本橋三越本店 本館1F 室町口
8 月20 日(土)、21 日(日)(YUITO)
11：00～16：00 YUITO 新浮世小路
※予選会は三箇所共に荒天中止
(決勝)： 8 月28 日(日)時間未定(日本橋 滝の広場) ※雨天時：コレド日本橋 地下1階 アトリウム
※詳細は後日アートアクアリウム公式 HP(http://artaquarium.jp/)にて発表。
料
金：500 円(税込・1 人1 回限定)
参加方法：当日各予選会場にて受付(各予選会場の成績上位5 名が決勝へ)

イメージ

⑪ 「日本橋エリアの金魚グッズ」
ECO EDO 日本橋 2016 のテーマ“金魚”をモチーフにしたオリジナル商品が多数登場いたします。
日本橋老舗の金魚グッズ 一例(仮)
小物も金魚でオシャレに！

堀井『源氏小間物いれ（ぬれもの入れ)』
料金：1,296 円（税込)
店舗：日本橋案内所（コレド室町 1）
表面はゆかた生地、中面はビニール製なので濡れ
た物や化粧品なども気兼ねなく入れられるコン
パクトにたためる撥水性の小間物入れ。

空中に浮かぶ金魚で涼む！

有便堂『モビール 絹てまり 金魚』
料金：大 1,620 円 小 1,296 円（税込)
店舗：日本橋案内所（コレド室町 1）
絹糸で丸く形作られた絹てまり。かすかな風でもく
るくる・ゆらゆらと揺れてまわる癒やしのモビール
です。

暑中見舞いに涼しげな絵葉書を。

榛原『絵はがき「金魚（加藤英舟)」
料金：162 円（税込)
店舗：日本橋案内所（コレド室町 1）
明治～大正期の絵師 加藤英舟によるうちわ絵を
復刻させた、暑中見舞いなどに最適な絵はがき。

⑫ 「日本橋ワークショップ&和文化体験イベント」
ECO EDO 日本橋の期間中、子どもから大人まで参加でき江戸の涼や風情を体験頂けるワークショップを開催いたします。
また、外国人の方に日本の奥深い伝統文化の魅力を感じて頂くため、和文化体験イベントを行っております。
<ワークショップ例>「金魚ちょうちんづくり」
山口県柳井市の郷土民芸品「金魚ちょうちん」
。提灯型の丸い体にひれやしっぽをつけて、
ぱっちりとした目と口をのりづけする金魚ちょうちんの製作体験です。
自分だけの「金魚ちょうちん」はお持ち帰りいただけます。
期
間：8 月20 日(土)、21 日(日)時間未定
場
所：日本橋案内所 (コレド室町1
地下1 階)
料金/定員：未定
主
催：山口県柳井市
問 合 せ 先：日本橋案内所 TEL 03-3242-0010 (10：00～21：00)

イメージ
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＜ECO EDO 日本橋 2016 期間中の連携イベント＞ 浴衣情報
⑬ 「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)」
アートアクアリウムの入場券と着付け師による浴衣の着付けサービスがセットに
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『アートアクアリウム誕生10 周年記念祭
ECO EDO 日本橋 アートアクアリウム 2016 ～江戸・金魚の涼～ & ナイトアクアリウム』
にご入場いただけます。
期
間：7 月8 日(金)～9 月25 日(日)
時
間：11：00～20：00(最終受付19：30)
場
所：コレド日本橋
地下1 階 アトリウム
料
金：3,240 円(税込・アートアクアリウム優先入場券付き)※浴衣はご自身で持参いただきます。
販売方法：全国のセブン‐イレブン店内マルチコピー機もしくはセブンチケット http://7ticket.jp/
問合せ先：アートアクアリウム事務局 TEL 03-3270-2550(7 月8 日～9 月25 日/10：30～20：00)

過去の様子

⑭ 「橋楽亭ゆかたステーション(事前予約制)」
和室でのゆかた着付けサービス。ゆかたレンタル＆着付けも予定。
期
時
料

間：ECO EDO 日本橋期間中の毎週土曜日と7 月24 日(日)～8 月28 日(日)の毎週日曜日
間：橋楽亭 (コレド室町3
3 階)
金：浴衣着付け 3,000 円(税込)
ゆかたレンタル＆着付け 5,500 円(税込)
問 合 せ 先：新日屋 TEL 03-5652-5403(平日10：00～17：00)

⑮ 「ゆかた de YUITO 2016」

イメージ

ゆかた一式のプレゼント・着付け・YUITO ディナーをセットでお得にお楽しみいただけます(24,000 円相当)。
※YUITO ディナーは、YUITO 及びYUITO ANNEX 企画参加飲食店の中からお選びいただきます。
期
時
場
料

間：7 月22 日(金)～8 月14 日(日)の毎週金・土・日(計12 日間)
間：17：00～20：00
所：YUITO 5 階、6 階
金：女性 12,000 円、男性16,500 円(税込)
※食事のみ5,000 円(税込)のプラン有
※4 名以上のお申込みでアートアクアリウム入場券を全員にプレゼント
問 合 せ 先：YUITO TEL 03-3277-8200

⑯ 「ゆかた de ラッキーデー」

イメージ

7 月7 日の“ゆかたの日”にちなみ、期間中にゆかたや甚平姿で対象の施設へ
来店された方に素敵なサプライズ特典をご用意しております。また、一部施設
ではゆかた姿でのお出迎えもございます。
期
間：7 月6 日(水)～10 日(日)
参加施設：日本橋三越本店、日本橋髙島屋、大丸東京店、コレド室町1・2・3、
コレド日本橋、日本橋三井タワー、日本橋三四四会の一部店舗
問合せ先：各商業施設

イメージ

⑰ 「
「三四四会」若旦那衆によるゆかた＆夏きもの自慢(ファッションショー形式)」
み よ し か い

日本橋の老舗・銘店「三四四会」各店の若旦那衆による粋でいなせな
和装ファッションショーを行います。
期
間：7 月10 日(日)
時
間：12：30～13：00
場
所：日本橋三越本店 本館1 階中央ホール
問合せ先：日本橋三越本店 TEL:03-3241-3311

イメージ
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＜ECO EDO 日本橋 2016 期間中の舟情報＞
⑱ 「日本橋クルージング」
2011 年に完成した日本橋船着場。年々乗船客数が増加し、2016 年 3 月には 30 万人乗船を突破いたしました。
大小様々な船が発着し、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。
※詳細は事業者により異なります。

(1)「東京湾クルージング」
事前予約なく、直接日本橋船着場から乗船できる人気クルーズ。
屋根がないのでクルージングの風を感じられます。
期
間：7 月8 日(金)～9 月25 日(日) 平日 1～3 便、土日祝 2～3 便
コ ー ス：日本橋～隅田川の橋めぐり～佃島界隈～日本橋
料
金：大人1,500 円／小学生 800 円(税込)
問 合 せ 先：http://ss3.jp/nihonbashi-cruise

NANO1 号・NANO2 号

(2)「リムジンボート 貸切クルーズ」
水上のファーストクラス「リムジンボート」で日本橋を楽しむクルージング。
ソファやスカイルーフ、ドリンクサービス、Wi-Fi など様々なサービスを常備。
期間・料金：チャーター便のため要問合せ
定
員：12 名
問 合 せ 先：http：//www.limousineboat.com/boarding/

(3)「江戸東京再発見コンソーシアム」

リムジンボート

【歴史感じるお散歩クルージング『お江戸日本橋舟めぐり』全6 コース】
期
間：7 月13 日(水)～9 月末まで(月10 日前後、1 日2～3 便)
料
金：大人2,500 円～3,500 円(税込・歴史ガイド、特製古地図のお土産付き)
【お江戸日本橋 夕涼み舟】
期
間：7 月23 日(土)～8 月末まで(7 月は3 日間、1 日3 便)
料
金：2,000 円(税込)
※8 月の運航詳細は 6 月中旬、9 月の運航詳細は 7 月中旬に発表予定
問 合 せ 先：http：//www.edo-tokyo.info/

(4)「日本橋川・神田川めぐり」

音が静かな電気ボート

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 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、途中の隅田川の解放感も楽しめます。
期
間：7 月 10 日(日)～9 月 22 日(木・祝)の 17 日間(39 便)
コ ー ス：日本橋船着場～日本橋川～隅田川～神田川
料
金：大人 2,060 円／小学生 1,030 円(税込)
問 合 せ 先：http：//www.tokyo-park.or.jp/waterbus/

(5)「江戸城 石垣を訪ねて」

小型水上バス「カワセミ」

常盤橋御門、錦橋から雉子橋、日本橋川沿いに残る 400 年前の江戸城外堀の
石垣と解体修理中の常磐橋を、ベテランガイドの解説付で間近からお楽しみ
いただきます。
期
間：9 月 17 日(土)10：30、11：30、13：00、14：00(各 45 分)
コ ー ス：日本橋船着場～常盤橋御門～常磐橋～錦橋～雉子橋(往復)
料
金：大人 1,500 円／4 歳から小学生 800 円(税込)
問 合 せ 先：http：//suito.or.jp/

(6)「舟遊びみづは 夕暮れ・夜景舟遊び」
日本橋から 60 分で、レインボーブリッジ、東京タワー、東京スカイツリー®や
都市の夕暮れ、夜景を楽しむ納涼舟です。

イメージ

期

間：7 月～9 月末まで 7 月 10 日(日)、13(水)～15(金)、17(日)、27(水)、28(木)各日 2 便
※運航時間詳細や 8 月以降の予定は公式サイトを参照。
コ ー ス：日本橋船着場～日本橋川～亀島川～隅田川支川～朝潮運河～隅田川
料
金：大人 3,500 円／小学生 1,500 円(税込)
※缶ビール又はお茶 1 本と水路図クリアファイル付
問 合 せ 先：http：//www.funaasobi-mizuha.jp/
イメージ
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＜添付資料＞
金魚スイーツさんぽ 参加店一覧 約55 店舗（5 月31 日現在）
※詳細は7 月7 日頃に配信する第2 弾プレスリリースや6 月中旬に「まち日本橋」(http://www.nihonbashi-tokyo.jp/special/ecoedo2016/)
にて公開を予定しております。
番号 店名

カテゴリ

番号 店名

◆八重洲・日本橋・茅場町エリア

カテゴリ
◆コレド室町

1

日本橋 長崎館

アンテナショップ

24 箔座日本橋

金箔専門店

2

日本橋 小洞天 本店

中華料理

25 船橋屋

和菓子

3

わたす日本橋

カフェ・レストラン

26 Kono.mi

ナッツ菓子専門店

4

富士の国やまなし館

アンテナショップ

27 米祥

和食

◆室町・本町エリア

28 八海山 千年こうじや

日本酒Bar
干物

5

グルメショップ by マンダリン オリエンタル 東京 カフェ

29 干物まる

6

日本橋 舟寿し

寿し割烹

30 重慶飯店 GIFT ＆ DELI コレド室町2店

中華料理

7

BUNMEIDO CAFÉ

カフェ・レストラン

31 DO TABELKA

カフェ・レストラン

8

文明堂 日本橋本店

菓子

32 四川飯店

四川料理

9

ＺＥＮ茶’fe

カフェ

33 エルボラーチョ 日本橋店

メキシカンレストラン

和食

34 日本橋案内所

インフォメーション

10 豊年萬福
11 Sunny's Table

西洋料理

12 奈良まほろば館

アンテナショップ

35 デーメテール千疋屋 カフェ・ディ・フェスタ

セルフカフェ

13 日本橋 日月堂

和菓子

36 鶏とちょこっと料理 ほっこりや

鶏料理

14 三井記念美術館 ミュージアムカフェ

カフェ

37 クリスタルジェイド 上海バール

中華料理

◆人形町・浜町・東日本橋エリア

◆日本橋三井タワー

38 THE BEAT DINER

ハンバーガー

洋菓子

39 WIRED CAFE News 日本橋三井タワー店

カフェ

16 Lumiere

洋菓子

17 壽堂

和菓子

◆YUITO
XEX日本橋 Salvatore Cuomo Bros
40
XEX日本橋 The BAR
◆日本橋三越本店

イタリアン
バー

41 ダロワイヨ

洋菓子

42 菓匠花見

和菓子

43 KITAYA六人衆

和菓子

44 彩果の宝石

洋菓子

45 菊廼舎本店

菓遊庵

15 パティスリー ISOZAKI

18 bakuro COMMON

レストラン

19 わなびばKITCHEN333

カフェ・レストラン

20 はやと屋 人形町店

鳥料理・居酒屋

21 京菓子司 人形町 彦九郎

和菓子

22 ロイヤルパークホテル ロイヤルデリカ

ホテル

23 富士屋本店 日本橋浜町

立ち飲みビストロ

46 ゆしま花月

菓遊庵

47 鶴屋吉信

和菓子

48 桂新堂

和菓子

49 烏鶏庵

和菓子

50 源吉兆庵

和菓子
◆日本橋髙島屋

51 桂新堂

和菓子

52 かきたねキッチン

柿の種専門店

53 塩瀬総本家

和菓子

54 ブールミッシュ

洋菓子

55 パスカルカフェ

カフェ
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