
Ｓ＆Ｎラリー

相田みつを美術館賞 相田みつをカレンダー 2016(1,728 円 ) 5名
榮太樓總本鋪賞 日本橋どら焼き 5 個入り (1,080 円 ) 10名

コートヤード・バイ・マリオット  東京ステーション賞 ダイニング＆バー「Lavarock（ラヴァロック）」ペアディナー券 (10,000 円 ) 2組
2組コートヤード・マリオット銀座東武ホテル賞 NY グリル＆ブッフェ「フィオーレ」ランチブッフェ・ペア食事券 (7,128 円 )

芝神明榮太樓賞 江の嶋最中詰め合わせ (1,182 円 ) 3名
3名すみだ江戸切子館賞 江戸絵図切子「日本橋」(2,700 円相当 )

10名千疋屋総本店賞 千疋屋オリジナルフルーツフィナンツェ 8 個詰合わせ (1,620 円）

20名増上寺賞 記念品 ( 非売品 )

2組東京都江戸東京博物館賞 常設展ペアチケット (1,200 円 )

2組東武ホテルレバント東京賞 スーパーダイニング「ヴェルデュール」ペアディナー券（大人２名 5,960 ～ 8,640 円相当）

10名日本橋菓房 / 国分賞 東京日本橋海苔せんべい (1,000 円相当 )

5名にんべん賞 鰹節ふりかけセット (1,000 円相当 )

5名フォーラム・アート・ショップ賞 アート・プリント・ジャパン　2016 ダイアリー (1,080 円相当 )

5名平和不動産賞 図書カード（3,000 円分）

1名明治大学博物館賞 ミュージアムグッズ詰め合わせ (3,000 円相当）

3名八重洲地下街賞 八重洲地下街お買い物・ご飲食券（3,000 円相当）

2名山田書店ギャラリー賞 複製浮世絵版画 広重「京都名所之内あらし山満花」又は歌麿「髙島屋おひさ」(10,000 円相当）

5名山本海苔店賞 日本橋美人焼たて海苔 3 袋セット (1,620 円 )

3組ロイヤルパーク賞 シンフォニー 平日ランチブッフェ ペアご招待券 (7,128 円サ込 )

3名ロマンシルクmugendai 銀座本店賞 無添加ドライフルーツ　リフル　銀座で人気の４袋セット (3,540 円 )

内容 人数

榮太樓總本鋪賞 榮太樓飴・果汁飴　透かし箱 6 本入り (2,160 円 ) 5名
コレド日本橋賞 コレド日本橋 / コレド室町ギフトカード (2,000 円 ) 5名
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル賞 ラウンジ　オアシス　銀座はちみつロールケーキ・ペア利用券 (3,000 円 ) 2名

3名芝神明榮太樓賞 江の嶋最中 詰合せ (1,182 円 )

5名秋色庵 大坂家賞 秋色汁粉・秋色最中詰合せ (1,182 円 )

5名新正堂賞 義士ようかん 10 本入り (2,300 円 )

10名千疋屋総本店賞 千疋屋ピュアフルーツジェリー（5 個入り）(2,160 円 )

10名日本橋菓房 / 国分賞 カルピスもち大袋 (1,000 円相当 )

3名八重洲地下街賞 八重洲地下街お買物・ご飲食券 (3,000 円相当 )

5名山本海苔店賞 日本橋美人焼たて海苔 2 袋セット (1,080 円）

6名ロイヤルパークホテル賞 ガトーバー　8 本入り (1,620 円）

3名ロマンシルクmugendai 銀座本店賞 無添加ドライフルーツ　リフル　銀座で人気の４袋セット (3,540 円 )

内容 人数

相田みつを美術館賞 相田みつを日めくりひとりしずかⅡ(1,080 円 ) 5組

増上寺宝物展示室賞 増上寺宝物展示室ペアチケット (1,400 円 )

東京都江戸東京博物館賞 常設展ペアチケット (1,200 円 )

5組

2組

出光美術館賞 「ジョルジュ・ルオー展 ー 内なる光を求めて」ペア招待券 (2,000 円 ) 5組
歌舞伎座ギャラリー賞 「体験空間　歌舞伎にタッチ」展　ペア招待券 (1,200 円相当 ) 5組

5組三井記念美術館賞
三井文庫開設 50 周年・三井記念美術館開館 10 周年
記念特別展Ⅱ　三井家伝世の至宝　ペア招待券 (2,600 円 )

ＡＲＴラリー企業賞

スタンプ版浮世絵ラリー企業賞

Ｓ＆Ｎラリー企業賞

内容 人数

●各会場の定休日及び営業時間などが異なりますので、予めご了承ください。
●参加賞引換所でのご本人様以外の完成応募用紙については、無効となります。
●賞品の応募は、おひとり様１通に限らせていただきます。賞品の指定はできませんので、予めご了承ください。
●当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
●ご記入いただきました個人情報は、今後のEDO ART EXPOに関連したイベント案内の目的のみに利用させていただきます。
　個人情報は主催者のプライバシーポリシーに従い管理します。
●参加中のケガ・事故等につきましては、責任を負いかねますので、予めご了承ください。

ご注意

スウィ―ツ
商品日本橋美人商品

合計で３枚集めると完成

インクが完全に乾く前に用紙に触れると、
手や衣服に付着することがございますので
ご注意ください。

お名前、住所などは正しくご記入ください。
１名で複数のご応募や、不鮮明な文字は無効になります。

この枠内におしてね！

お名前、住所などは正しくご記入ください。
１名で複数のご応募や、不鮮明な文字は無効になります。

ここにシールを貼ってね！

浮世絵ラリーＡＲＴラリー お名前、住所などは正しくご記入ください。
１名で複数のご応募や、不鮮明な文字は無効になります。

で展示中です。
実物と完成度を

比べてみましょう！

喜多川歌麿の
「ビ―ドロを吹く娘」は
コートヤード・マリオット

銀座東武ホテル

ラリー応募台紙

ラリー賞品一覧

参加方法

ARTラリー

抽選で素敵なラリー賞品が当たります！

1 ２ ３

さらに、「ラリー応募用紙」を参加賞引換所にある「ラリー完成台紙回収ボックス」に投函するか、
EDO ART EXPO 事務局まで送付すると、抽選で素敵な賞品をプレゼントします。

ＧＯＡＬ印が押された
応募台紙に限ります。

必要事項を明記ください。 参加賞引換所にある
「ラリー完成台紙回収ボックス」に
投函するか事務局宛に送付してください。

ご応募は
１つのラリーにつき
お一人様１通です。

複数応募された時点で
無効となります。

スタンプ版浮世絵ラリー
4 つのパビリオン ( 会場 ) を巡って、色違いのスタンプを重ね押し。
歌麿の「ビ―ドロを吹く娘」が仕上がれば完成です。
会場と色は、早見表（裏表紙）をご覧ください。

Ｓ＆Ｎラリー
対象商品の購入または飲食後の精算時に、商品 1 点につきシールを
1枚差し上げます。3枚シールが集まれば完成です。
会場と対象商品は（8・9P）をご覧ください。

ＡＲＴラリーARTラリー
ART ラリーに参加している関連展示会場の入場券（半券）を３枚集
めれば完成です。会場は（5P）をご覧ください。 ラリー応募台紙を

参加賞引換所に
お持ちいただくと
先着で参加賞を
差し上げます。
参加賞引換所は、
早見表（裏表紙）を
ご覧ください。

◆参加賞（例）：絵葉書（出光美術館）、絵葉書（三井記念美術館）、コインケース（相田みつを美術館）、
　　　　　　　　一筆箋（川越市立美術館）など

◆参加賞（例）：榮太樓飴６粒入（榮太樓總本鋪）、フルーツフィナンシェ３個入（千疋屋総本店）、
　　　　　　 　　義士ようかん 1本（新正堂）など

◆参加賞（例）：海苔茶漬「梅の友」２袋入（山本海苔店）、オリジナル煎餅１個（築地本願寺）、
　　　　　　 　　煮魚のたれ２袋入（にんべん）、無添加ドライフルーツ リフル３種詰合せ (ロマンシルク）など

各ラリーの参加賞は
先着順です。
無くなり次第
終了となります。

ご記入した内容に不備が
ある場合は無効となります。

●３枚とも異なる会場の入場券（半券）を集めてください。
●入場券（半券）の裏に、GOAL印を押しますのでご了承ください。
●会期中にＡＲＴラリー会場で開催している展覧会の入場券（半券）に限ります。

4 街を巡るPoint 各種ラリーで楽しみながら街を巡りましょう各種ラリーで楽しみながら街を巡りましょう

それぞれのラリーでは、ラリーが完成すると素敵な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参加賞引換所で、先着順に参加賞を差し上げます。
誰でも参加できる恒例の大人気「スタンプ版浮世絵ラリー」、「Ｓ＆Ｎラリー」はイチ推しの美味しいスウィーツと
江戸（東京）の地域ブランド日本橋美人商品のコラボラリー！ＡＲＴ大好きな人におススメ「ＡＲＴラリー」

アンケート会場では「第8回EDO  ART 
EXPO」のアンケートを行っています。
アンケートににご協力いただいた方
には、榮太樓總本鋪、日本橋本店限定
販売の「日本橋美人飴 さくら」を 2 粒
プレセントします。

アンケート会場は、早見表（裏表紙）
をご覧ください。

〒104-0051　東京都中央区佃 1-11-8 ピアウエストスクエア３階
　　　　　　　　NPO法人東京中央ネット　EAE ラリー応募係

●  応募の送付先  ●

応募締切 10/13 消印有効

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】 7
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