
コートヤード・マリオット
銀座東武ホテル

展示場所　 ホテルロビー

市川鰕蔵の暫
浮世絵タイトル

歌川国政
作者名

ビードロを吹く娘（婦女人相十品） 喜多川歌麿
見立菊慈童 鈴木春信
市川鰕蔵の竹村定之進 東洲斎写楽
洗張り 鳥居清長

6
map

コートヤード・バイ・マリオット
東京ステーション

展示場所　 京橋トラストタワー１階
「カフェ＆ベーカリーＧＧＣo.」前

水仙に子犬
浮世絵タイトル

磯田湖竜斎
作者名

京橋竹がし（名所江戸百景） 歌川広重
山下白雨（富嶽三十六景） 葛飾北斎

寛政三美人 喜多川歌麿

7
map

千疋屋総本店

展示場所　 日本橋三井タワー 2F
「DINING デーメテール」周辺

朝顔（四季の花尽）
浮世絵タイトル

歌川広重
作者名

菖蒲に白鷺 歌川広重
四季美人  蛍狩り 栄松斎長喜
牡丹に蝶 葛飾北斎
江都駿河町三井見世略図 ( 富嶽三十六景 ) 葛飾北斎
生け花 喜多川歌麿
高野の玉川 窪俊満
縁先美人 鈴木春信
 三世坂東彦三郎の帯屋長左衛門  四世岩井半四郎の信濃屋お半 東洲斎写楽
盆栽売り 鳥居清長

14
map

築地本願寺

展示場所　 本堂を入り左側

日本橋江戸ばし（名所江戸百景）
浮世絵タイトル

歌川広重
作者名

あやめにきりぎりす 葛飾北斎
娘道成寺（当世踊子揃） 喜多川歌麿
雪中相合傘 鈴木春信
小野小町 鳥居清長

17
map

山本海苔店

展示場所　 日本橋本店店内

日本橋之白雨（東都名所）
浮世絵タイトル

歌川広重
作者名

月と芒に雁 小松軒百亀

31
map

YUITO 日本橋室町ビル

展示場所　 ダイニングフロア３階
エレベーター周辺

日本橋  朝之景（東海道五拾三次）
浮世絵タイトル

歌川広重
作者名

江戸日本橋（富嶽三十六景） 葛飾北斎
髪梳き 喜多川歌麿
水売り 鈴木春信
雨中湯帰り 鳥居清長

33
map

ロイヤルパークホテル

展示場所　 ホテルロビー

浮絵紅毛フランカイノ湊万里鐘響図
浮世絵タイトル

歌川豊春
作者名

月に雁 歌川広重
日本橋雪晴（名所江戸百景） 歌川広重
四季美人  初日の出 栄松斎長喜
踊行列図 葛飾北斎
東方之美人之図 北尾重政
刺身のつま 喜多川歌麿
万点水蛍 渓斎英泉
夕立 鈴木春信
菖蒲池 鳥居清長

34
map

東京ステーションホテル

展示場所　 丸の内改札南ドーム２階　回廊部分

生け花を生ける娘
浮世絵タイトル

歌川豊国
作者名

日本橋雪中（東都名所） 歌川広重
凱風快晴（富嶽三十六景） 葛飾北斎
難波屋おきた ( 高名美人六家撰 ) 喜多川歌麿
雨中夜詣（風俗東之錦） 鈴木春信

43
map

増上寺（ 増上寺会館 ）

展示場所　 増上寺会館ロビー

高輪之名月（東都名所）
浮世絵タイトル

歌川広重
作者名

雪中秋色女 栄松斎長喜
鷽に垂桜 葛飾北斎
台所美人 喜多川歌麿
塗桶の暮雪 ( 座敷八景 ) 鈴木春信
汐汲み（風俗東之錦） 鳥居清長

54
map

中央区立郷土天文館「タイムドーム明石」

絵画にみる江戸の美意識
EDO ART EXPO 開催記念  企画展

15
map

区内の郷土資料の常設展示室、プラネタ
リウム、区民ギャラリーを併せた施設で
す。

「江戸さかい町大芝居朝之図」　歌川国安 「千代田の大奥　神田祭礼上覧」　楊洲周延

「江戸の美意識」が読み取れる江戸時代から明治初期の絵画を
約 15 点展示します。江戸・明治期の情趣や人びとの表情など、
絵画資料から感じられる美意識をじっくりとご覧ください。

動物たちのことわざといろはカルタ展
EDO ART EXPO 開催記念  企画展

ことわざといろはカルタの書籍・辞典の著作や監修を多数手が
けている、時田昌瑞氏の種々のコレクションを展示します。カ
ルタ、錦絵、焼物など、江戸の情感に富んだ表現をお楽しみく
ださい。

奥野かるた店小さなカルタ館38
map

「奥野かるた店」２階で、企画展やかる
たの原画展などを行っています。

神田明神資料館39
map

祭祀殿に併設され、神田明神と神田祭の
歴史や江戸東京文化に関する絵巻、浮世
絵などを所蔵しています。
一般　　　　300 円
学生・子供　200 円

￥常設展           100 円
プラネタリウム 300 円

￥

EDO ART EXPO開催記念

江戸の美と浮世絵
EDO ART EXPO 開催記念  企画展

神田明神が所蔵する浮世絵のうち、江戸の美に関する美人画や
名所絵、歌舞伎絵などの作品を展示いたします。企画展のほか、
常設展示もご覧いただけます。

見立菊慈童／鈴木春信 山下白雨（富嶽三十六景）／葛飾北斎

日本橋雪中（東都名所）／歌川広重

台所美人／喜多川歌麿

展示期間：2015.9.25( 金 ) ～ 10.6( 火 )
展示期間：2015.9.25( 金 ) ～ 10.20( 火 )

EDO ART EXPO の開催を記念して、「江戸の美意識」をテーマに企画展を行っています。

浮世絵展示会場
「浮世絵展示会場」では名店、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。

入場無料

入場無料一部の会場では

入場無料

公式ガイドブックの提示で割引有り 詳しくはＰ11へ

1 美意識を高めるPoint

先人たちが残した作品には「江戸の美意識」が感じられます。伝統が培った技から生まれた、創作の数々をご鑑賞ください。

※掲載の施設・店舗の場所や営業時間などは、地図（P10.11）と早見表（裏表紙）をご覧ください。  ※営業時間、休業日、開催内容などは変更になる場合がございます。予め出発前にご確認ください。  ※写真、マップ、イラストなどは全てイメージです。  ※特に表記のない料金に関しては、全て税込です。　4



MAPの番号（数字）は●は中央区、●は千代田区、●は港区、●は墨田区、●はその他　　◆公式ホームページ【edoartexpo】　◆twitter 【#edoartexpo】  ◆Facebook 【edoartexpo】

一般　　　　200 円
高・大学生　100 円

17 千代田区立日比谷図書文化館

三代豊国の役者絵
EDO ART EXPO 開催記念  企画展

40
map

旧・都立日比谷図書館から継承した図書
フロアのほか、展示室やホールなどを備
えた学びと交流を促進する複合文化施設
です。

左上：金唐革紙入、左下：綴織紙入、右：綴織煙管入・刻煙草入
左：げいしゃ三代吉（坂東三津五郎）右：時代世話俳優鏡ふか七（市川左團次）

左：四代目三桝大五郎の誉田大内記　四代目中村歌右ヱ門の唐木政右ヱ門
右：石川五右衛門

幕末の錦絵の世界では、歌川派の浮世絵師、三代豊国（歌川国貞）
が歌舞伎役者を題材にした役者絵を盛んに描きました。神田の
金物問屋、紀伊国屋三谷家が、版元恵比寿屋庄七（錦昇堂）に出
資し、三代豊国が描いた役者絵を紹介します。

実用プラス美しさ　江戸の袋物
EDO ART EXPO 開催記念  企画展

町田キャンパス内に設立した生活文化博物館より、身近な暮ら
しと結びついた生活文化の資料として収集した、色鮮やかで高
価な素材を使った江戸時代の袋物、約２０点を公開します。

東京家政学院大学 
千代田三番町キャンパス

42
map

創立者の名前を記念して名付けた「大江
文庫」には、江戸時代からの家政学関係
の図書資料のコレクションがあります。

明治大学博物館46
map

刑事・考古・商品の３テーマで構成され、
江戸の捕物や裏面史である拷問・刑罰に
関する展示をしています。

明治の写楽 ―豊原国周の世界―
EDO ART EXPO 開催記念  企画展

豊原国周は幕末から明治にかけて、最も活躍した浮世絵師です。
役者絵をはじめとする多彩な作品群を紹介し、その奇抜なアイ
デアと巧みな技法の魅力に迫ります。近年、外国での評価が高
まり、「明治の写楽」と呼ばれる国周の作品を一挙公開します。展示期間：2015.10.1( 木 ) ～ 10.13( 火 )
展示期間：2015.9.25( 金 ) ～ 10.14( 水 )

関連展示会場

入場無料入場無料 入場無料

本年は徳川家康公薨去四百年という記念の年
にあたり、「徳川家康公顕彰四百年記念事業」
が行われています。
「EDO ART EXPO」では、その気運を高める事業
としての承認を受け、協力しています。

パビリオン（会場）で江戸の美意識を高めてください。パビリオン（会場）で江戸の美意識を高めてください。

伊場仙まちかど展示館1
map

天正 18(1590) 年創業の扇子・団扇の老
舗「伊場仙」に併設されたギャラリーで
す。

・「  今様十二ヵ月  」　初代歌川豊国 より
   菊月の図（陰暦九月）
   初冬の図（陰暦十月） 　ほか

EDO ART EXPO 開催記念  特別コレクション公開

榮太樓ミニギャラリー2
map

「榮太樓總本鋪 日本橋本店」に併設され、
季節の趣向にあわせた数々の秘蔵の茶道
具を展示しています。

・軸 　…「 隅田川　首尾の松図  」　細田榮之　（肉筆画）
・香合 …「 兎  」　　佐藤玄々　（木彫）
・板　 …「 丸  」　　（満月塗）

EDO ART EXPO 開催記念  特別コレクション公開

小津史料館5
map

承応２ (1653) 年に紙商を開業以来の、
紙と「小津」の歴史の関わりを展示する
史料館です。

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、大学などの「関連展示会場」と連携しています。
EDO ART EXPO の開催を記念して、一部の会場では「江戸の美意識」をテーマに特別コレクションの公開をしています。

入場無料 入場無料 入場無料展示ガイド（要予約）
※直接会場にお問合わせください。

歌舞伎座ギャラリー10
map

「歌舞伎座タワー」５階、屋上庭園の目の
前にあり、歌舞伎を楽しむ体験型の展示
を開催しています。

一般  　　　600 円
小・中学生 500 円

凧の博物館16
map

レストラン「たいめいけん」の５階で、
江戸凧や全国から収集した約 400 点近
くの凧を展示しています。

・「 第二番大切五変化所作事の内 奴凧 尾上多見蔵  」　歌川国芳　ほか
EDO ART EXPO 開催記念  特別コレクション公開

三井記念美術館27
map

「三井本館（重要文化財建造物）」7 階にあり、
館蔵品展と特別展を年５回開催。展覧会の
詳細はホームページをご覧ください。

￥ 一般  　　　200 円
小・中学生 100 円

￥ 特別展料金　一般　　　　　1,300 円
 　大学・高校生  　800 円
 　小・中学生 無料
公式ガイドブックの提示で割引有り

￥

詳しくはＰ11へ公式ガイドブックの提示で割引有り 詳しくはＰ11へ
ARTラリー ARTラリー

展示ガイド（要予約）
※直接会場にお問合わせください。

相田みつを美術館36
map

東京国際フォーラムの地下１階にあり、
書家・詩人「相田みつを」の作品を展示
しています。

出光美術館37
map

実業家・出光佐三が創立。国宝や重要文
化財を含む約１万件の収蔵品を企画展を
通して公開しています。

日枝神社宝物殿44
map

日枝神社に併設され、国宝を含む刀剣や
徳川将軍家ゆかりの宝物を展示していま
す。

一般・大学生 800 円
中・高校生　 500 円
小学生          　200 円
公式ガイドブックの提示で割引有り

￥

詳しくはＰ11へ

一般　　　 1,000 円
高・大学生　 700 円

公式ガイドブックの提示で割引有り

￥

詳しくはＰ11へ
ARTラリー ARTラリー

入場無料

東京都江戸東京博物館59
map

江戸東京 400年の歴史と文化を実物大の
大型模型や、貴重な実物資料を通して楽
しみながら学べます。

江東区深川江戸資料館62
map

江戸時代末期、深川佐賀町の町並を実物
大で再現しています。「横綱大鵬顕彰
コーナー」もあります。

・「  阿武松緑之助  」　歌川国貞
・「  陣幕久五郎  」　　歌川国貞

EDO ART EXPO 開催記念  特別コレクション公開

川越市立美術館63
map

郷土ゆかりの作家・作品を中心に、多様
な美術文化に触れる機会を設ける活動が
注目です。

公式ガイドブックの提示で割引有り

ART ラリーの入場券（半券）は、このマーク　　　　　　がついている会場のみ対象です。３枚の半券を集めればラリーが完成します。

詳しくはＰ11へ 公式ガイドブックの提示で割引有り 詳しくはＰ11へ

詳しくはＰ７へ

公式ガイドブックの提示で割引有り 詳しくはＰ11へ高校生以上　400 円      小・中学生　   50 円￥

￥常設展　一般　　　　600 円
　　　　65 歳以上 / 中・高校生 300 円
　　　　学生※　　   480 円
※中学生（都内在住又は在学）と小学生以下は無料
※大学院生、専門学校生を含む　※特別展の料金は別途

￥

ARTラリー

ARTラリー ARTラリー ARTラリー

３枚とも異なる会場の入場券（半券）を集めてください。

山田書店ギャラリー47
map

神田神保町の古書店。美術書，書画類の
ほか、浮世絵や現代版画まで幅広く揃え
ています。

江戸時代を中心とした浮世絵の中から美人画を公開。
EDO ART EXPO 開催記念  特別コレクション公開

秋色庵  大坂家51
map

元祿年間（1688～1703 年）創業の菓子司
のプライベートコレクションより、浮世
絵を展示ます。

・「 日本花図絵  」　尾形月耕
・「 花　上野 」　　尾形月耕
・「 雪月花 」　　　揚州周延　ほか

EDO ART EXPO 開催記念  特別コレクション公開

増上寺宝物展示室54
map

英国ロイヤルコレクション所蔵の「台徳
院殿霊廟模型」、狩野一信「五百羅漢図」
などの寺宝を常設展示しています。

一般　700 円
徳川将軍家墓所拝観とのセット券  1,000 円

￥

ARTラリー
入場無料 入場無料

撮影：平　剛   Royal Collection Trust /
 cHer Majesty Queen ElizabethII2015

入場無料一部の会場では

ご注意

5


