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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

「江戸美人とめぐる中央区」

「猫づくし  其の二」

「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、大学などが「関連展示パビリオン（会場）」として連携。

EDO ART EXPOの開催を記念して一部の関連展示パビリオン（会場）では、メインテーマ「江戸の美意識」を主題に企画展の開催や
特別コレクションを公開。

第8回（2019年）
EDO ART EXPO賞
受賞作品

江戸名所百人美女
「日本はし」

国梅   新ぱん  
猫世帯ままこしらへ

「浮世絵展示パビリオン（会場）」では「美しき浮世絵の女性たち」をテーマに、喜多川歌麿、鈴木春信、鳥居清長らの美人画を中心に
した浮世絵を展示。

第
　
回

東京都の児童・生徒による

「江戸から連想する言葉」を題材に、東京都の児童・生徒から公募した書道の中から
「EDO ART EXPO賞」「相田みつを美術館館長賞」をはじめ、各企業賞（賞品）の入選作品をEDO ART 
EXPOの一部のパビリオン（会場）で展示するとともに、WEB上で「ネット展示」を行います。

第９回

美しき浮世絵の女性たち

関連展示パビリオン（会場） 一部の会場は入場無料

企画展・特別コレクションパビリオン（会場）

浮世絵展示パビリオン（会場）入場無料

入場無料

EDO ART EXPO展示会場

山田書店ギャラリー

中央区立郷土天文館［タイムドーム明石］

同時開催

第13回 EDO ART EXPOは「美しき浮世絵の女性たち」をテーマに、都心４区（中央、千代田、港、墨田区）
の名店、企業、ホテル、神社仏閣や文化・観光施設などの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。

《新型コロナウィ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》
新型コロナウィルス感染症により影響を受けていらっしゃる皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

EDO ART EXPO実行委員会では、新型コロナウィルス禍の大変な時期においても日本の伝統や文化・芸術に関わる活動が、
途絶えることのないよう努めてまいります。皆さまの変わらぬご支援ご協力のほどを、心よりお願い申し上げます。

9.25   ～10.13金 火

★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。

江戸アートエキスポ

2020.

13

江戸屋／榮太樓總本鋪／千疋屋総本店／増上寺会館／千代田区観光案内所／東京シティアイ／山本海苔店／
YUITO日本橋室町野村ビル　ほか

相田みつを美術館／東京都江戸東京博物館／江東区深川江戸資料館／すみだ北斎美術館／
増上寺宝物展示室／千代田区立日比谷図書文化館＊　ほか　（＊印の会場は入場無料）

● 詳細は9月以降にEDO ART EXPO公式ホームページ、 およびタイムドーム明石ホームページ www.city.chuo.lg.jp/bunka/timedomeakashi/ 
でお知らせいたします。

● 会期などの詳細は9月以降にEDO ART EXPO公式ホームページ、 および 山田書店ホームページ  www.yamada-shoten.com でお知らせ
いたします。

2019年6月に開催された「猫づくし」展示の第２弾です。歌川国芳「山海めでたいづえ  はやくきめたい 播州高砂蛸」や月岡芳年「風俗三十
二相 あったかそう」など美人と猫の浮世絵もお楽しみいただけます。浮世絵を中心とした展示作品は、ご購入することができます。

主に幕末に活躍した２人の浮世絵師・歌川豊国と歌川国久による《江戸名所百人美女》から、区内にゆかりのある作品を風景画と併せて
展示します。浮世絵を通じて、江戸の街さんぽをお楽しみください。

パビリオン（会場） 相田みつを美術館／榮太樓總本鋪／江戸屋／奥野かるた店／コレド日本橋／千疋屋総本店／増上寺会館／千代田区観光案内所／千代田区立日比谷図書文化館
／東京シティアイ／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／フォーラム・アート・ショップ／　　　　
山本海苔店／ YUITO日本橋室町ビル　ほか



Ｓ＆Ｎラリー
（スウィーツ＆日本橋美人商品ラリー）ＡＲＴラリー 店舗フェア

ＡＲＴラリーの対象会場でチケットをご購入
された方に、  美術館などのチケットが当たる
「ＡＲＴラリー」の応募券を差し上げます。

EDO ART EXPO会期中には、素敵なプレゼントが当たるラリー、割引きや優待が受けられる店舗フェアを行います。

店舗フェア参加店で「公式ガイドブック」のク
ーポンをご提示された方に、割引やプレゼ
ントなどの優待をいたします。

S&Nラリーの対象商品を1,000円以上ご購
入された方に、素敵な賞品が当たる「Ｓ&Ｎ
ラリー」の応募券を差し上げます。

（有）青木寄せもの店、相田みつを美術館、（株）アートプリントジャパン、アプロス（株）、（株）江戸屋、（株）奥野かるた店、神田神社、（株）建設技術研究所、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）、（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、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・コミニケーションズ、野村不動産（株）、日枝神社、平和不動産（株）、
（株）細田協佑社、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）、港区観光協会、八重洲地下街（株）、（株）山田書店   ほか

EDO ART EXPO

ラリー&フェア

講演会･イベント

㈱榮太樓總本鋪、㈱千疋屋総本店、㈱タナチョー、㈱にんべん、㈱ヤマダクリエイティブ、㈱山本海苔店、㈱ロイヤルパークホテル

八重洲倶楽部（八重洲地下街）千代田区立日比谷図書文化館

歌舞伎の醍醐味のひとつは、登場する女性の美しさです 。
愛らしいお姫さまから妖艶な傾城まで、さまざまな女性像や
女形の魅力を、歌舞伎のイヤホンガイドの解説員がご紹介し
ます。

数々のスター絵師たちが競うように描いた美人画。容姿の美し
さだけでなく生き生きとした姿から、うかがい知ることができ
るその時代の背景や文化を解説します。

● 日時：10月9日（金） 19：00 ～
● 講師：鈴木 多美（歌舞伎文楽解説者）

● 日時：10月6日（火） 19：00 ～
● 講師：日野原 健司（太田記念美術館主席学芸員）

● 会場：「八重洲倶楽部」第2会議室
● 会費：1,500円
● 定員：16名  ※定員になり次第締め切らせていただきます。
● 詳細は9月以降にEDO ART EXPO公式ホームページ、およびツドヱドFacebook
「十二月之内  神無月」でご確認ください。
● 申込方法：件名に「講座名」、本文に「お名前（よみがな）」「参加人数」「ご連
絡先」をご記入の上、E-mail : tsudoedo@gmail.com へお申し込みください。

百花繚乱！ 舞台を彩る「歌舞伎の美しき女たち」講座

講座

江戸東京再発見コンソーシアム

現代のきものは多様な文様を特徴とし
ており、その文様が花開いたのは桃山
時代から江戸時代にかけてですが、特
に17世紀には劇的ともいえる展開を示
しました。この時代の服飾史に光を当て、
文様の変化と出版などとの関連から、
日本が流行という現象が生まれたもっと
も早い文化圏であることを解説します。
● 日時：10月8日（木） 19：00 ～ 20：30（18：30開場）
● 会場：千代田区立日比谷図書文化館 地下1階

日比谷コンベンションホール（大ホール）
● 講師：丸山 伸彦（武蔵大学人文学部日本・東アジア文化学科教授）
● 参加費：1,000円（千代田区民500円）
● 定員：60名  ※事前申込み順。定員になり次第締め切らせていただきます。
● 申込方法：下記①または②のいずれかにて「講座名」「お名前（よみ
がな）」「お電話番号」をお知らせください。
① 電話 03-3502-3340　
② 日比谷図書文化館ホームページ
https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/hibiya/

● 詳細はEDO ART EXPO公式ホームページ、および日比谷図書文化
館ホームページをご確認ください。

江戸歴史講座  第67回 【EDO ART EXPO 関連講座】
「きものの17世紀 ― 華ひらく文様」

● 日時や参加費などの詳細は９月以降にEDO ART EXPO公式ホームページ、 および  
江戸東京再発見コンソーシアム ホームページ  http://www.edo-tokyo.info で 
　お知らせいたします。

あなたは誰がお好み？「浮世絵美女図鑑」

◆「江戸の美意識」講演

◆水辺イベント

《新型コロナウィ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》

◆会場では皆さまの安全と感染拡大を考慮し、マスクの着用をお願いいたします。
　入り口で検温と手の消毒を実施させていただく場合もございますので、ご協力ください。

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   E-mail : info@tokyochuo.net （平日:午前10時～午後5時）

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

★公式ガイドブックは、９月初旬から一部のパビリオン（会場）で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。

（EDO ART EXPO事務局）

● 申込方法：お電話でお申し込みください。TEL. 03-3668-0700　【平日9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 17:00】

では、講演会や水辺イベント、ラリー＆フェアなど、多彩な企画を開催いたします。

Ⅱ

Ⅰ

［企画・コーディネート］ツドヱド

第13回 EDO ART EXPO開催を記念して、スペシャルプライスの特別運航を
行います。（歴史ガイド、特製の古地図のルートマップ付）

お江戸日本橋舟めぐり 【EDO ART EXPO 特別運航便】

喜多川歌麿
「青楼七小町  大文
字屋内  多賀袖」
（太田記念美術館蔵）

「新撰小袖御ひいなかた」寛文7年（1667年）刊

通常価格
より
500円
割引

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
記念写真！

入選作と
一緒に！

街の素敵
ポイント

お気に入り
Sweets

©福田知弘

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


