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 NPO法人東京中央ネットは 1998年より、「EDO ART EXPO（旧名：日本橋美人博覧会※）」を毎秋に開催

してまいりました。本博覧会は、新たにパビリオン（会場）を設けず、中央区、千代田区、港区、墨田区の

名店、企業、ホテル、神社仏閣や文化・観光施設、教育機関などが協力してパビリオン（会場）となり、

江戸から続く伝統や文化、歴史などを紹介する事業です。 

EDO ART EXPOでは、「江戸の美意識」をメインテーマに浮世絵などを展示する「浮世絵展示会場」、「江
戸」に関わる所蔵品を有する美術館、博物館、大学、伝統工芸店などが「関連展示会場」として、幅広く連
携をしています。 
また、会期中に同時に開催する「第３回  東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」は、「江戸から連

想する言葉」をテーマに公募した書道の中から、一部のパビリオン(会場)で入選作品を展示します。 
東北支援プロジェクトの一環である「第４回 復興支援市」は、売上げの一部を宮城県石巻市の鹿島御児神

社の本殿造営の支援金にいたします。 
期間中には、イベントや講演、名店、企業による各種ラリー(スタンプ版浮絵ラリー・S&N ラリー)、店

舗フェアなど多種多様な展開を行い、楽しく充実した 19日間をご提供する所存です。  

 本博覧会は、来場者が広域かつ多様な会場を回遊することで、江戸の文化や地域の魅力にふれる機会を

つくると共に、地域の賑わいを創出し活性化に寄与する事を目的としています。  

 

※「日本橋美人博覧会」とは  

「日本橋美人“Japan Beauty from Edo-Tokyo”」とは、江戸時代から続く伝統を感じつつ品格や粋などの価値観を大切に

する“心も身体も美しい”女性を総称 した、江戸(東京)の地域ブランドです。「日本橋美人博覧会」は、2008 年より開催

し、2012年に「EDO ART EXPO」に生まれ変わりました。 

 
 

 
 

2014年 9月 26日（金）～10月 14日（火）19日間 
 

展示展開  
メインテーマ「 江戸の美意識 ～浮世絵に観る美～ 」 
「浮世絵展示会場」では「浮世絵に観る美」をコンセプトに名店、企業、ホテル、神社仏閣などがパビリ
オン（会場）となり浮世絵を展示します。メインテーマ「江戸の美意識」に係る所蔵作品を有する美術館、
博物館、大学、伝統工芸店などの「関連展示会場」と連携し、来場者が各会場を周遊し鑑賞する仕組みを
つくります。 
また、一部の会場では、EDO ART EXPOの開催を記念して期間限定で貴重なコレクションを公開します。 
 

★EDO ART EXPO 開催記念・コレクションの公開会場 ☆EDO ART EXPO期間限定の特別割引チケット有り 
 

○ 浮世絵展示会場 
★伊場仙まちかど展示館、千疋屋総本店、★中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」、築地本願寺、 
山本海苔店、ロイヤルパークホテル、★大屋書房、千代田区立日比谷図書文化館、 
東京ステーションホテル、★山田書店、★秋色庵 大坂家 、増上寺(増上寺会館)、 
★江東区深川江戸資料館 

 
○ 関連展示会場 

★榮太樓ミニギャラリー、小津史料館、☆歌舞伎座ギャラリー、★中央区立郷土天文館「タイムドーム明
石」(常設展示室)、凧の博物館、☆三井記念美術館、☆相田みつを美術館、☆出光美術館、 

「第 7回 EDO ART EXPO“Japan Beauty from Edo-Tokyo”」開催実施概要 
  同時開催「第 3回 東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」 

主催 EDO ART EXPO 実行委員会  (NPO法人 東京中央ネット) 

 

会 期 

概 要 
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★奥野かるた店小さなカルタ館、★☆神田明神資料館、千代田区立日比谷図書文化館(常設展示室)、 
★東京家政学院大学 千代田区三番町キャンパス、日枝神社宝物館、明治大学博物館、増上寺、 
港区立港郷土資料館、☆東京都江戸東京博物館、☆川越市立美術館、☆江東区深川江戸資料館 

 

＜同時開催＞「第 3回 東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」 
「江戸」に関するテーマで、東京都の児童・生徒から公募した書道の中から、審査委員長特別賞（EDO ART 
EXPO賞）をはじめ各企業賞(賞品)の入選作品を展示します。 
 
○ 作品募集（7月 25日応募〆切） 
 
○ 企業賞(賞品) の協賛 

日本橋菓房、三井不動産、相田みつを美術館、アートプリントジャパン、コレド日本橋、 
東京シティ・エアターミナル、にんべん、建設技術研究所、山本海苔店、明治大学博物館、東京ニュース
通信社、榮太樓總本鋪、DIC、千疋屋総本店、神田神社、三井記念美術館、奥野かるた店、松竹、 
千代田区立日比谷図書文化館、東京家政学院大学、千代田区観光協会、たいめいけん、歌舞伎座サービス、
八重洲地下街、日本橋女学館・高等学校、小津商店、増上寺、出光美術館、野村不動産、徳川記念財団、
鉄道会館、榛原、ツドヱド、凧の博物館、築地本願寺、ロイヤルパークホテル、伊場仙、江戸屋、 
平和不動産、毎日小学生新聞 

 
○ 展示会場 

榮太樓總本鋪、木挽町広場 地域情報コーナー（GINZA KABUKIZA）、千疋屋総本店、築地本願寺、 
東京シティ・エアターミナル、日証館、にんべん、山本海苔店、相田みつを美術館、奥野かるた店、 
千代田区立日比谷図書文化館、東京駅前地下広場 oazo 貫通通路シューケース、 
東京家政学院大学 千代田区三番町キャンパス、フォーラム・アート・ショップ（東京国際フォーラム）、
明治大学博物館、増上寺、東武レバントホテル東京 

 
○ ネット展示 展示期間：9月 8日(月)～ 

ＵＲＬ ：http://www.tokyochuo.net/edoartexpo/shodo（現在は昨年の作品を展示中です。） 

 

 
 
第 4回復興支援市 
EDO ART EXPO期間中に参加企業の協力により、店内に定めた「支援商品」の売上の一部を、宮城県石巻市
の鹿島御児神社の本殿造営の支援金として寄付します。 
・昨年までは、復興市会場を特設して実施してまいりましたが、本年は参加企業が店内で販売する既存の自社
商品(複数可、日本橋美人商品の有無は問いません)の中から、「支援商品」を選定。その売上 5％を支援金にあ
てます。 
 
○ 復興支援市会場 

榮太樓總本鋪、千疋屋総本店、にんべん、山本海苔店、ROJI日本橋、ロイヤルパークホテル 

 

 
 

関連企画イベント  

参加企業によるイベントや講演を開催します。 

 
○ イベント・講演会場 

榮太樓總本鋪、日本橋船着場（江戸東京再発券コンソーシアム・建設技術研究所）、 
八重洲地下街(八重洲倶楽部)、ロイヤルパークホテル、千代田区立日比谷図書文化館、 
東京家政学院大学 千代田区三番町キャンパス、 

 

店舗フェア 

参加企業による会期中限定のセールや、プレゼントの実施を行います。 

 
○ 店舗フェア会場 

榮太樓總本鋪、遠忠商店、山本海苔店、千疋屋総本店、ROJI日本橋、その他調整中 

 

 

スタンプ版浮世絵ラリー ＜参加費無料＞ 

各種イベント 

東北支援プロジェクト 
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４つのゾーンを回りスタンプを押して歌麿の「ビードロを吹く娘」を完成させると、賞品の抽選に応募で
きます。さらに、ダブルチャンスとして先着順で参加賞を差し上げます。 
 
【 スタンプ例 】 
 

 

 

 

 

 

 

○ スタンプ版浮世絵ラリー会場 
衣裳らくや、榮太樓總本鋪、江戸東京再発見コンソーシアム、遠忠商店、木挽町広場 地域情報コーナー
（GINZA KABUKIZA）、コレド日本橋、千疋屋総本店、築地本願寺、中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」、
凧の博物館、日証館、日本橋案内所、にんべん、ホテルかずさや、山本海苔店、 
ロイヤルパークホテル、相田みつを美術館、奥野かるた店小さなカルタ館、神田明神資料館、 
千代田区立日比谷図書文化館、東京家政学院大学 千代田区三番町キャンパス、日枝神社、明治大学博物館、
山田書店、秋色庵大坂家、増上寺、港区観光インフォメーションセンター（浜松町）、港区立港郷土資料館、
フォーラム・アート・ショップ（東京国際フォーラム）、すみだ江戸切子館、東あられ本鋪（北斎通り）、
東武レバントホテル東京、墨田区観光協会（両国案内所）、川越市立美術館、江東区深川江戸資料館、 
その他調整中 

 

 

Ｓ＆Ｎラリー（スウィーツ＆日本橋美人商品ラリー） 
対象商品を購入すると清算時にシールをお渡しします。「スウィーツ商品」と「日本橋美人商品※」のシー
ルを合わせて、3 つ集めると賞品の抽選に応募できます。さらにダブルチャンスとして先着で参加賞を差
し上げます。 
・昨年までは、別々のラリーとして実施していましたが、本年はひとつのラリーにまとめます。 
 

※「日本橋美人商品」とは  

「日本橋美人“Japan Beauty from Edo-Tokyo”」とは 江戸時代から続く伝統を感じつつ品格や粋などの価値観を大切にす

る“心も身体も美しい”女性を総称 した、江戸(東京)の地域ブランドです。このコンセプトに基づき名店、企業などと協

力して開発した商品のラインナップが「日本橋美人商品」です。 

 
○ S&Nラリー会場 

榮太樓總本鋪、千疋屋総本店、日本橋三越本店、プランタン銀座、八重洲地下街、ロイヤルパークホテル、 
その他調整中、日本橋美人商品取り扱い店舗全店（一部対象外） 

 

参加賞引換所 
スタンプ版浮世絵ラリー、Ｓ＆Ｎラリ―を完成した方に、参加賞をお渡しする会場です。 
 
○ 参加賞引換所 

衣裳らくや、榮太樓總本鋪、遠忠商店 本店、コレド日本橋、千疋屋総本店、にんべん、山本海苔店、 
東京家政学院大学千代田区三番町キャンパス、港区観光インフォメーションセンター（浜松町）、 
東あられ本鋪（北斎通り） 

 

アンケート 
次年度開催に向けてのアンケートを来場者に実施し、市場調査を行っています。アンケートにご協力いた
だいた方には、榮太樓總本鋪の「日本橋美人飴 さくら」を 2粒差し上げます。 
 
○ アンケート会場 

衣裳らくや、榮太樓總本鋪、遠忠商店 本店、山本海苔店、東京家政学院大学千代田区三番町キャンパス、
港区観光インフォメーションセンター（浜松町）、各イベント会場 

 

 

 
 
2020年の「東京オリンピック」開催にむけて、「EDO ART EXPO」との関連事業について検討していきます。 

 

 

紫色 黄色 赤色 黒色 

広 報 

2020東京オリンピックにむけて 
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・書道展応募ちらし（5月発行） 

・公式ホームページ（6月開設） 

・事前告知用パンフレット（7月発行） 

・ポスター（8月発行） 

・公式ガイドブック（8月発行） 

・プレスリリース（6、7、8、9月発行） 

・SNS、Twitter（随時） 

・参加企業による印刷物、ホームページなどでの各種広報活動（随時） 

 
第 6回 EDO ART EXPO（2013年 9月 27日～10 月 15日開催）実績 
 
主催 EDO ART EXPO実行委員会（NPO法人東京中央ネット） 

 
後援 
 

東京都、中央区、千代田区、港区、墨田区 

共催 (株)榮太樓總本鋪、(株)千疋屋総本店、(株)タナチョー、東京シティ・エアターミナル(株)、 

(株)ヤマダクリエイティブ、(株)山本海苔店、(株)ロイヤルパークホテル 
協賛 相田みつを美術館、(株)東あられ本鋪、(株)伊場仙、(株)H&R、(株)エスアンドエフ、遠忠商店 本店、

(株)奥野かるた店、上総屋旅館、神田神社、(株)建設技術研究所、老舗日本橋貝新、清水建設(株)、

松竹(株)、(株)新生堂、(株)セレスティンホテル、(株)たいめいけん、タチバナグラント(株)、 

(株)鉄道会館、築地本願寺、中央エフエム(株)、東京家政学院大学、東京商工会議所中央支部、 (株)

東京ニュース通信社、永塚パートナーズ法律事務所、日本橋菓房(株)／国分(株)、 

(一社)日本橋倶楽部、日本橋女学館中学校・高等学校、 日本橋地域ルネッサンス 100年計画委員会、 

(社)日本橋法人会、日本橋プラザ、庭のホテル 東京、(株)にんべん、日枝神社、 

(株)ブーランジェリーエリックカイザージャポン、(株)プランタン銀座、平和不動産(株)、 

松井建設(株)、松井証券(株)みずほ銀行、(株)三井住友銀行、三井不動産(株)、 

(株)三菱東京 UFJ銀行、港区観光協会、(株)宮永産業、八重洲地下街(株)、利休庵 

協力 (株)アートナカムラ、出光美術館、小津和紙、歌舞伎座ギャラリー、川越市立美術館、河淳(株)、 

神田明神資料館、江東区深川江戸資料館、松竹衣裳(株)、(株)ストックボイス、(一社)墨田区観光協会、 

Daiichi Sankyouくすりミュージアム、中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」、(株)高島屋、 

凧の博物館、千代田区観光協会、千代田区立日比谷図書文化館、DIC(株)、東京証券取引所、 

(公財)東京都歴史文化財団東京都江戸東京博物館、東武ホテルレバント東京、(公財)徳川記念財団、 

中澤かつら店、(一社)日本江戸クラフト協会、日本橋 OLクラブ、日本橋プラザ(株)、花影きもの塾、 

鳳声会、(株)毎日新聞社、三井記念美術館、三井不動産商業マネジメント、(株)三越伊勢丹、 

三菱地所ビルマネジメント(株)、港区立港郷土資料館、紫派藤間流、(株)室町ボンクール、(株)山本山、 

La Vida、和楽舎/江戸楽校 ほか 

 
展示展開 
 

「江戸の美意識」 

○浮世絵展示会場 

千疋屋総本店、八重洲地下街、山本海苔店、ロイヤルパークホテル、庭のホテル 東京、秋色庵 大坂家、セレスティンホテル、 

北斎通り(東あられ本鋪) 

○関連展示会場 

伊場仙まちかど展示館、榮太樓ミニギャラリー、小津史料館、歌舞伎座ギャラリー、Daiichi Sankyo くすりミュージアム、 

中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」、凧の博物館、築地本願寺、三井記念美術館、伊場仙、岩井つづら店、うぶけや、江戸屋、

さるや、ばち英、濱甼高虎、相田みつを美術館、出光美術館、奥野かるた店小さなカルタ館、神田明神資料館、 

千代田区立日比谷図書文化館、東京家政学院大学、港区立港郷土資料館、ホテルオークラ東京、東京都江戸東京博物館、 

川越市立美術館、深川江戸資料館 

 

同時開催「第 2回 東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」 
○展示会場 

榮太樓總本鋪、木挽町広場(地域情報センター)、千疋屋総本店、築地本願寺、東京シティ・エアターミナル、日証館、山本海苔店、 

相田みつを美術館、キッチンストリート・イベント広場(東京駅)、千代田区立日比谷図書文化館、 

東京駅前地下広場 oazo貫通通路ショーケース、東京家政学院大学、セレスティンホテル、東武ホテルレバント東京 

○ネット展示 ＵＲＬ：http://www.tokyochuo.net/edoartexpo/shodo 

 

 
各種イベント 
 

http://www.tokyochuo.net/edoartexpo/shodo
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第 4回 江戸の美意識 ～基調講演・伝統芸能の夕べ～ 

第 1部：基調講演「江戸しぐさにみる美意識」 

第 2部：伝芸能の夕べ 日本舞踊 長唄「阿国歌舞伎草子」/日本舞踊 長唄「寿」 

きものショー「江戸の夢」 

○会場 ロイヤルパークホテル 

 

お江戸日本橋舟めぐり 特別便 
634（ムサシ）コース / 改訂 小名木川コース 

○会場 日本橋船着場など（江戸東京再発見コンソーシアム） 

 

第 6回 EDO ART EXPO「江戸の美意識」関連企画  
江戸歴史講座 第 18回「江戸美－琳派の系譜－」 

江戸歴史講座 第 19回「江戸の美－北斎・広重とめぐる江戸名所－」 
 
○会場 日比谷図書文化館 4階 スタジオプラス 

 

東北支援プロジェクト 

東京名品市 =第 3回復興支援= 
○会場 びゅうスクエア(東京駅) 

店 

舗 

フ 

ェ 

ア 

 
日本橋美人馳走フェア  ○会場 榮太樓總本鋪  

第 6回 EDO ART EXPOフェア  ○会場 千疋屋総本店 

EDO ART EXPOフェア  ○会場 東京シティ・エアターミナル 

EDO ART EXPOフェア  ○会場 カフェ・ド・クリエ T-CAT店 

日本橋美人「焼きたて海苔」で毎日おいしく、毎日元気に  ○会場 山本海苔店 

日本橋美人フェア  ○会場 ROJI日本橋  

 

ワ 

― 

ク 

シ 

ョ 

ッ 

プ 

 
和菓子作り体験教室  ○会場 榮太樓總本鋪 

大人の社会科見学 川のなぜなぜ舟めぐり ～シビルエンジニアから聞く川にまつわる話～ 

○会場 日本橋船着場など（建設技術研究所 国土文化研究所） 

木目込人形作り体験教室  ○会場 東京家政学院大学 

各 

種 

ラ 
リ 

ー 

スタンプ版浮世絵ラリー 
○会場 

榮太樓總本鋪、遠忠商店 本店、ケユカ箱崎エアターミナル店、木挽町広場(地域情報コーナー)、コレド日本橋、千疋屋総本店、

Daiichi Sankyoくすりミュージアム、中央区立郷土文化館「タイムドーム明石」、凧の博物館、築地本願寺、東京証券取引所、 

日証館、ホテルかずさや、八重洲地下街(センタースポット)、山本海苔店、ロイヤルパークホテル、 

江戸東京再発見コンソーシアム(舟めぐり)、相田みつを美術館、奥野かるた店、神田明神資料館、千代田区観光協会、 

千代田区立日比谷図書文化館、キッチンストリート・イベント広場(東京駅)、びゅうスクエア(東京駅)[東京名品市]、 

東京家政学院大学(千代田区三番町キャンパス)、庭のホテル 東京、日枝神社、秋色庵 大坂家、セレスティンホテル、 

港区観光協会(浜松町駅)、港区観光協会(東京タワー内)、港区立港郷土資料館、北斎通り(東あられ本鋪)、東京都江戸東京博物館、

東武ホテルレバント東京、墨田区観光協会(両国観光案内所)、川越市立美術館、江東区深川江戸資料館 

スウィーツラリー 
○会場  

デーメテール千疋屋、榮太樓總本鋪、レイヨンヴェール・カフェ、ロイヤルデリカ、メゾンカイザー日本橋店、 

タリーズコーヒー、モチクリーム、東あられ本鋪、ガトー・ド・ボワイヤージュ、バロミータス、福福、 

ザ・ペニンシュラ ブティック、アンジェリーナ、SOLA TOKYO、茶の環、パティスリー モンシェール、ロイスダール、 

マイスターユーハイム、彩菓の宝石、Wa・Bi・Sa、本髙砂屋、アルナスマ 

日本橋美人商品ラリー 
○会場 

日本橋美人商品取り扱い店舗全店（一部対象外） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

NPO法人東京中央ネット事務局  

電話：03-5859-5188 FAX：03-5859-5182 

メールアドレス：info@tokyochuo.net 


