
まもなく開催 coming soon...

主催 : 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
イベントの詳細をご紹介する公式ガイドブックは各パビリオン（会場）で無料配布、または公式ホームページからもダウンロード

同時開催同時開催

1515周年記念イベント開催周年記念イベント開催
ラリーに応募された方の中からプレミアムギフト「15周年記念企業賞」をプレゼント

美意識を高める美意識を高める

割引やプレゼントのご優待割引やプレゼントのご優待

楽しく江戸を識る楽しく江戸を識る

浮世絵の展示浮世絵の展示
水辺イベント/ /



相田みつを美術館、（有）青木よせもの店、（株）東あられ本鋪、アプロス（株）、（株）伊場仙、（株）江戸屋、（株）奥野かるた店、神田神社、（株）建設技術研究所、
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション、国産化学（株）、コレド日本橋、サギヌマスイミングクラブ、（株）サプル、芝神明榮太樓、清水建設（株）、（有）下野重三郎商店、

（株）新正堂、（株）ストックボイス、（株）セントラルエステート、東急不動産（株）、東京シティ・エアターミナル（株）、東京商工会議所中央支部、東京中央大通会、
東京都印刷工業組合日本橋支部、東京ベイネットワーク（株）、（財）德川記念財団、永塚良知、日本橋菓房（株）/国分グループ本社（株）、(一社) 日本橋倶楽部、
日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会、日本橋海苔店、（公社）日本橋法人会、（株）人形町今半、（株）ネオ・コミュニケーションズ、野村不動産（株）、日枝神社、松井建設（株）、
松井証券（株）、（株）みずほ銀行、三井住友建設（株）、三井不動産（株）、(一社) 港区観光協会、名橋「日本橋」保存会、明治大学博物館、八重洲地下街（株）、（株）山田書店   ほか

（株）榮太樓總本鋪、（株）千疋屋総本店、（株）タナチョー、（株）にんべん、（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

内容の詳細はホームページをご覧ください。

ＮＰＯ法人東京中央ネット
〒104-0051 東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア3F　TEL : 03-5859-5188   FAX : 03-5859-5182  （月～木  午前10時～午後5時）   E-mail : info@tokyochuo.net

https://www.web.tokyochuo.net/

（EDO ART EXPO事務局）

★イベントの詳細をご紹介する公式ガイドブックは無料配布するとともに、公式ホームページからもダウンロードできます。

主催：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
協 賛

公式アカウントをフォローしてね!
����������
#edoartexpo #江戸書道展 をつけてアップしてください！

こんな投稿をお待ちしています。

会場で
記念撮影！ 入選作と

一緒に！ お気に入り 
ポイント

素敵な
お店！

「浮世絵展示会場」では、江戸時代にはぐくまれた洗練された美意識「粋」をテーマに浮世絵を展示します。これらの作品は、
公式ホームページの「ネット展示」でもご覧いただけます。

EDO ART EXPOのコンセプト「江戸の美意識」にかかわる所蔵作品を有する美術館、博物館、ギャラリーなどが「関連展示
パビリオン（会場）」として連携します。一部のパビリオン（会場）では、EDO ART EXPOの開催を記念して企画展をおこないます。

●榮太樓總本鋪 ●江戸屋所蔵刷毛ブラシ展示館 
●コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 
●千疋屋総本店 ●千代田区観光案内所
●東京シティアイ 観光情報センター ●山本海苔店 
●YUITO日本橋室町野村ビル 
●ロイヤルパークホテル  ほか

●伊場仙浮世絵ミュージアム  ●奥野かるた店「小さなかるた館」 ●江東区深川江戸資料館  ●すみだ北斎美術館  ●凧の博物館  ほか

●明治大学博物館●相田みつを美術館  

第78回企画展「うつくしいものを」9/ 25
（日）まで  ／  第79回企画展「日めくりの
世界（仮）」 9/30（金）～2023/1/29（日）

●山田書店ギャラリー

企画展

コラム展「桜田門外の変と延岡藩」
錦絵や切絵図とともに、井伊大老実姉の
嫁ぎ先である延岡藩関係資料をご紹介。

「江戸の芝居絵―忠臣蔵物を中心に―」
歌舞伎の演目でも人気の忠臣蔵から国芳
や豊国が描いた、名シーン約15点を展示。

展示パビリオン（会場） ★パビリオン（会場）の詳細は
　EDO ART EXPO 公式ホームページをご覧ください。

「EDO ART EXPO／東京都の児童・生徒による“江戸”書道展」は、都心
４区（中央、千代田、港、墨田区）の名店、企業、ホテルや文化・観光施設
など、既存の施設がパビリオン（会場）になり 江戸から続く伝統や文化、
芸術を紹介する一大イベントです。

「EDO ART EXPO」は皆さまの温かいご支援のおかげで
15周年を迎えました。
江戸の絵師たちが浮世絵に描いた、「粋」と「美」の世界を
お楽しみください。

浮世絵展示パビリオン（会場）

関連展示パビリオン（会場）



第10 回（2021年）入選作品

“江戸”書道展パビリオン（会場）

水辺イベント

各パビリオン（会場）では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため以下のご協力をお願いいたします。

iPhone Android

厚生労働省公式
新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（略称：COCOA）

自分を守り、大切な人を守り、地域と
社会を守るために、接触確認アプリ
をインストールしましょう。

《新型コロナウイルス感染症対策に伴い、事業の内容が一部変更になる場合がございますので、ご了承ください》

●入り口で手指消毒と検温をお願いする場合があります。
●会話時はマスクを着用し、大声での会話はご遠慮ください。
●パビリオン（会場）内では人との十分な距離を保つために、入場制限をおこなう場合があります。

入選発表・ネット展示開催 9/23（金）午前9時～  https://www.tokyochuo.net/edoartexpo/shodo/

「江戸から連想する言葉 」を題材に東京都の児童・生徒が応募した約 5,000点の作品の中から、
「EDO ART EXPO賞 」「相田みつを美術館館長賞 」をはじめ各スポンサー企業賞の入選作品を、EDO 
ART EXPO の一部のパビリオン（会場）で展示します。公式ホームページでは「ネット展示 」もおこな
います。

共催：（株）建設技術研究所

第9 回 江戸東京・川のなぜなぜ舟めぐり  

河川構造物や橋梁など水辺から見る都市のインフラや街づくりを、土木技術者（シビルエンジニア）が
わかりやすく案内する特別クルーズです。30名様（各便５名様）を無料で、ご招待いたします。

コース1
「分水路」って何だろう？

～神田川・隅田川の防災対策を学ぶコース～
●日時 : 9月30日（金） ①10:00-11:30　②12:00-13:30
 10月1日（土） ①10:00-11:30　②12:00-13:30

コース2
「親水」って何だろう？　

～都市の水辺空間が果たす役割を学ぶコース～
●日時 : 10月7日（金）①10:00-11:30　②12:00-13:30

【申込】詳しくは、株式会社建設技術研究所HP（http://www.ctie.co.jp)をご確認ください。

EDO ART EXPO 賞 相田みつを美術館館長賞

過去の入選作品ネット展示
https://www.tokyochuo.net/
edoartexpo/shodo_archive.html

大都市「江戸」の交通と流通を担っていた運河や河川の今を楽しく学びます。

●相田みつを美術館 ●榮太樓總本鋪 ●江戸屋 ●奥野かるた店 ●千疋屋総本店 ●千代田区観光案内所 ●東京シティアイ 観光情報センター 
●東京シティエアターミナル ●東武ホテルレバント東京 ●にんべん 日本橋本店 ●ピアウエストスクエア ●明治大学博物館 ●山本海苔店 
●YUITO日本橋室町ビル  ほか

スポンサー企業賞一覧（五十音順）

相田みつを美術館賞／東あられ本鋪賞／出光美術館賞／
伊場仙賞／榮太樓總本鋪賞／江戸屋賞／
奥野かるた店賞／建設技術研究所賞／
コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション賞／
コレド日本橋賞／三代目たいめいけん賞／
芝神明榮太樓賞／清水建設賞／ストックボイスTV賞／
千疋屋総本店賞／髙島屋賞／凧の博物館賞／
タナチョー賞／中央区長賞／忠臣蔵新正堂賞／
千代田区観光協会賞／東京国際フォーラム賞／
東京シティエアターミナル賞／東武ホテルレバント東京賞／
常磐植物化学研究所賞／ときわん賞／德川記念財団賞／
日本橋菓房賞／日本橋倶楽部賞／にんべん賞／
野村不動産YUITO賞／はいばら賞／ HARIO賞／
三井記念美術館賞／三井住友建設賞／三井不動産賞／
港区長賞／明治大学博物館賞／ヤエチカ賞／
山本海苔店賞／ライズ賞／ロイヤルパークホテル賞

■審査委員会 ：
【審査委員長】矢萩春恵先生（公益財団法人独立書人団参与、

毎日書道展参与、夏雲会主宰、一般財団法人橋田文化財団評議員） 

【審査委員】主催者、スポンサー企業 ほか

〜シビルエンジニアから聞く川にまつわる話〜



●榮太樓總本鋪 ●奥野かるた店 ●千疋屋総本店 ●山本海苔店  ほか

©Forward Stroke

2022年にNPO法人東京中央ネットは創立20周年、EDO ART EXPOは
開催15周年を迎えます。これを記念して 「EDO ART EXPO15周年記念
プレミアム企業賞（賞品）」をプレゼントします。

スマートフォンを使った非接触型の「スマ歩・浮世絵スタンプラリー」は、４
つのパビリオン（会場）を巡り４種類の浮世絵（スタンプ）を獲得すると完成
です。アプリの応募フォームまたは応募券（ハガキ形式）で、浮世絵ラリー
企業賞（賞品）の抽選に応募できます。

「スタンプ版 浮世絵ラリー」では、４つのパビリオン（会場）を巡り応募用紙
に４色（紫、黄、赤、黒）のスタンプを押し重ね、浮世絵が仕上がれば完成で
す。応募用紙を応募箱に入れるか郵送で、浮世絵ラリー企業賞（賞品）の
抽選に応募できます。

すみだ北斎美術館と相田みつを美術館で入館チケットをご購入された
方に、 ＡＲＴラリー企業賞（賞品）の抽選に応募できる応募券（ハガキ
形式）を先着順で差し上げます。ご応募は郵送またはメールでできま
す 。※「ぐるっとパス」の利用も可

東京中央ネット創立20周年、EDO ART EXPO開催15周年を記念して、以下の３つのラリーにご応募された方の
中から抽選でプレミアムギフト（賞品）をプレゼントいたします。　※詳しくは公式ホームページをご覧ください。

Ｓ&Ｎラリーは各店のいちおしスウィーツから老舗の厳選した逸品まで
が集まった、Ｓ（スウィーツ）とＮ（日本橋美人商品）のコラボレーション
ラリーです。対象商品を含む合計1,000円以上をご購入された方に、
Ｓ&Ｎラリー企業賞（賞品）の抽選に応募できる応募券（ハガキ形式）
を先着順で差し上げます。ご応募は郵送またはメールでできます。

会期中に「EDO ART EXPO公式ガイドブック」のクーポン券を
ご提示された方に、割引やプレゼントなどのご優待をいたします。

まもなく開催 coming soon...

浮世絵ラリー

th

●榮太樓總本鋪 ●江戸屋 ●小津和紙 
●割烹嶋村 ●銀座菊廼舎
●コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション  
●コレド日本橋 ●塩瀬総本家 ●芝神明榮太樓 
●新正堂 ●翠江堂 ●千疋屋総本店 
●鶴屋𠮷信 TOKYO MISE ●日本橋髙島屋S.C.
●にんべん 日本橋本店 ●二葉家 ●文明堂東京 日本橋本店 
●MATSUZAKI SHOTE N ●室町ボンクール ●八重洲地下街 
●山本海苔店 ●霊岸島 梅花亭  ほか

《スマ歩・浮世絵スタンプラリー会場》
●相田みつを美術館 ●東あられ本鋪 ●江戸屋 ●奥野かるた店 
●コートヤード・バイ・マリオット東京ステーション 
●芝神明榮太樓 ●凧の博物館 ●千代田区観光案内所 
●東武ホテルレバント東京 ●にんべん 日本橋本店 
●港区観光インフォメーションセンター ●室町ボンクール 
●明治大学博物館 ●山田書店ギャラリー 
●両国観光案内所  ほか

《スマ歩・浮世絵スタンプラリー/スタンプ版浮世絵ラリー併用会場》
●榮太樓總本鋪 ●コレド日本橋 ●新正堂 ●千疋屋総本店 
●東京シティアイ 観光情報センター 
●東京シティエアターミナル ●日本橋観光案内所 
●山本海苔店 ●ロイヤルパークホテル  ほか

●すみだ北斎美術館 ●相田みつを美術館 

主催 ： 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 :

協 賛 :

（株）榮太樓總本鋪、清水建設（株）、（株）千疋屋総本店、（株）タナチョー、（株）にんべん、（株）ヤマダクリエイティブ、（株）山本海苔店、
ロイヤルパークホテル
相田みつを美術館、（有）青木よせもの店、（株）東あられ本鋪、アプロス（株）、（株）池袋松屋、（株）伊場仙、（株）江戸屋、（株）奥野かるた店、神田神社、（株）建設技術研究所、小堺化学工業（株）、
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション、国分グループ本社（株）、コレド日本橋、サイデン化学（株）、サギヌマスイミングクラブ、（株）サプル、（資）塩瀬総本家、芝神明榮太樓、

（有）下野重三郎商店、（株）新正堂、（有）翠江堂、（株）ストックボイス、（株）セントラルエステート、千代田運輸（株）、東急不動産（株）、東京シティ・エアターミナル（株）、東京商工会議所中央支部、
東京中央大通会、東京都印刷工業組合日本橋支部、東京ベイネットワーク（株）、（財）德川記念財団、永塚良知、（一社）日本橋倶楽部、日本橋地域ルネッサンス100年計画委員会、日本橋海苔店、

（公社）日本橋法人会、（株）ネオ・コミュニケーションズ、野村不動産（株）、松井建設（株）、松井証券（株）、（株）みずほ銀行大手町法人第三部、（株）みずほ銀行日本橋支店、
（株）三井住友銀行日本橋支店、三井住友建設（株）、三井不動産（株）、（一社）港区観光協会、名橋「日本橋」保存会、明治大学博物館、八重洲地下街（株）、（株）山田書店   ほか

NPO法人東京中央ネット（EDO ART EXPO事務局） ［月〜木（平日）  午前10時〜午後5時］
〒104-0051 東京都中央区佃1-11-8 ピアウエストスクエア3F　TEL : 03-5859-5188   FAX : 03-5859-5182   E-mail : info@tokyochuo.net

周年記念プレミアム企業賞

店舗フェア

1515周年記念イベント開催周年記念イベント開催


