日本橋MICE
PLANNERʼS GUIDE
共創を導く都市・日本橋
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Statement

MICEは、
「 誘致」から
「共創」の時代へ
新型コロナウイルスは、世界の経済・文化に深刻な影響をもたらし、MICE 産業も例外ではありません。
ただし、私たちは、この局面を、変化・成長へのチャンスと前向きに捉えたいと思います。
コロナ禍におけるMICEは、デジタル技術やオンラインを用いたハイブリッド型カンファレンスが中心となり、
時間と場所の制約が大幅に軽減されました。
一方で、カンファレンスで重要視されるネットワーキングや直接的なコミュニケーションという、
いわゆるリアルの
「場」
がもたらす価値について、皆さまも改めて認識されたのではないでしょうか。
今後、MICE開催を通じて、世界中から企業や多くの人々が東京に集うことで、
新しいビジネスやイノベーションの機会が増大し、東京における経済・文化の発展の重要な役割を担うと確信しています。
その時、日本橋は新時代のMICEを実現するエリアとして重要な役割を担えるのではないかと考えています。
一般社団法人 日本橋室町エリアマネジメント
代表理事

七尾 克久

江戸時代から商業の中心地として栄えてきた日本橋には、歴史・伝統・文化はもちろんのこと、
最新のカンファレンスやアコモデーション施設など、都心型MICEエリアとして相応しい魅力が揃っています。
古くから拠点を構える製薬・ライフサイエンス系のグローバル企業や気鋭のスタートアップが集結し、
近年では、新たに宇宙産業のプレイヤーたちも拠点を構えはじめています。
また、かつて魚河岸のあったこの地には、日本の食文化を代表する老舗企業や飲食店舗が長年にわたり軒を連ね、
一歩路地を入れば、その歴史や魅力に触れることができるでしょう。
このように日本橋には老舗企業やスタートアップ、グローバル企業が共存し、常に課題に挑戦し、共に未来を創り続ける
土壌があり、ここで商いを営む人々が脈々と育んできたコミュニティの力がそれを支えているのです。
MICEに必要な多くの機能や魅力がコンパクトに集約している日本橋だからこそ、
主催者の皆さまは、周辺の企業や店舗の協力のもと、街をまるごとイベント会場にするような大胆なアイデアを実現し、
新たなイベントの形を創造できるでしょう。

ともに新しい出会いを喜び、新しい価値を創っていきましょう、日本橋で。

Why Nihonbashi?

Nihonbashi MICE Planner’s Guide
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日本橋のエリア概要
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Future 2025

再開発が進む日本橋は今後、東京のCBDに、
そして、
アジアを代表するMICE都市へと発展する
2020 年

2027 年

ホール施設合計

2027 年 OPEN
ホール

ホテル

2021 年 OPEN

2,000 名 + 19,000 m²
2025 年 OPEN

2022 年 OPEN

ホール

7,500 m²

ホテル客室

98 室

3,000

ホール施設合計

5,000 + 32,000

名

名

ホテル客室合計

ホテル客室合計

室

室

400

740 + 25,000

2025 年 OPEN
ホール

ホテル客室

17,200 m² + 179 室

2023 年 OPEN

2025 年 OPEN

サービスアパートメント

13,000 m²

東京駅

2023 年 OPEN

1.5km

※収容人数算出前

※収容人数算出前

m²

m²
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日本橋の歴史

江戸のランドマークとして架橋されて以来、
エリア一帯は400年以上栄えてきた

江戸

明治～昭和

（400年前）

交通

経済

文化

幕府公認の橋として、江戸城に最も近い場所に架けら

れたのが
「日本橋」
。日本全国へ延びる五街道の起点に
定められ、陸運および水運の要所を担います。その結
果、人・物・コトを集め、街は大いに賑わいました。

全国から物産が集まったことで、日本橋は商人・職人

の街として栄え、呉服・食品などの問屋街を形成。薬

問屋が多く軒を連ねていた名残として、現在では製薬
会社の本社、支店も数多く立地します。

絵草紙や浮世絵などの印刷物、江戸歌舞伎や人形浄瑠

璃などの芝居がはじまり、出版・舞台文化を醸成。さ

らに、江戸前すし・そば・天ぷらの店も登場し、食文
化をも盛り立てる都市でした。

平成

（100年前）

明治から大正にかけて、呉服店などを前身にもつ百貨店の開店が多

（30年前～）

バブルの収束
（1990 年代）
にあわせて街の賑わいが失速。大手百貨店

く見られました。日本橋は、昔ながらの伝統を引き継ぐ老舗店舗と

の閉店や、オフィス撤退が続き、日本橋の商業地・ビジネス街とし

また、日本橋は、明治初期に、日本銀行や東京証券取引所が設置さ

やがて日本橋の住民や企業も、日本橋の現状に危機感を抱くように

百貨店が共存する、商業地として繁栄していきます。

ての勢いが後退したことを決定づけました。

れるなど、金融センターとなります。

なります。こうして、かつて空前の繁栄を見せた日本橋を取り戻す

戦争により大打撃を受けながらも、いち早く復興し、商業だけでな

たのです。

く、金融やオフィスなどを中心とする一大ビジネス街として生まれ
変わりました。

べく、地域一体となって、
「日本橋再生計画」
への取り組みが始まっ
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NOW

日本橋では今、働く・暮らす・遊ぶ・憩うなどの
機能を複合した街づくりが進行中
産業創造

日本橋に地の利のある産業
「ライフサイエンス」
「宇宙」
のオープンイ
ノベーションを促進。日本橋オリジナルのビジネスやカルチャーを
生み出し、共創を導く為の
「場の整備」
と
「機会の創出」
に取り組む。

界隈創生

賑わいを再生させるため、店と通りが一体となって、日本橋オリジ

地域共生

古くから受け継がれるコミュニティや文化を大切に後世に受け継ぐ。

ナルなエンターテインメントゾーンを創出。歴史と文化が息づく路

そしてそこに関わることができるまちを目指す。来街者や居住者、

す。

組みを備える。

地の魅力をいかして、回遊性を考えた散策が楽しい街づくりを目指

就業者が、万が一の時でも安心して滞在することができる機能や仕

研究成果の実用化に必要なシェアラボ施設

路面の賑わいを創出するホステル兼カフェ
「CITAN」

福徳神社を起点とするコミュニティの醸成

研究成果の実用化に必要なシェアラボ施設

路面の賑わいを創出するホステル兼カフェ
「CITAN」

福徳神社を起点とするコミュニティの醸成

国際カンファレンスの開催・誘致が加速

歴史資産を活かしたウォーカブルな場づくり

地域連携で開催する祭りも数多い
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イベント主催者の声

経済・文化が融合する東京の中心地として、
これまで多数のイベントを開催してきた
AG / SUM

ル・マルシェ ボンジュール・フランス

農業とテクノロジー
（ドローンやビッグデータ、AI、IoT）
が融合する

フランス流暮らしの美学を紹介する国際文化イベント。

2018 年から毎年、日本橋で開催
（2020 年は中止）
。国内外の起業家・投資家が集う。

2019 年秋、日本橋ではマルシェイベントが開催された。

新産業・アグリテックの日本最大級のイベント。

世界のアグリテック先進都市は、食文化とテクノロジーの両方が根付い

毎年、約1 か月間様々なプログラムが展開される。

東京の中心地である日本橋でイベントを開催することは、日本進出を狙

ています。その点、日本橋は、江戸の台所と呼ばれ、バイオテクノロ

うフランスブランドにとって、絶好の市場調査の機会になります。

せる大屋根広場を使えるのも良かった。カンファレンスと同時開催のマ

出展者には満足いただきました。

ジー企業が集積しており、最適な開催地です。また、ホールから見下ろ
ルシェによって、食、フードテックのイベントとしての説得力が高まり

ました。実際、これまでのイベントと比べて、ふらっと立ち寄る人の数
が明らかに増えました。

日本経済新聞社 SUM事務局 アドバイザー

山田 康昭氏

実際に、イベントでは、当初の期待を上回る売上を達成できたので、各

日本橋には食通が集まるので、コロナショックが終息すれば、新しいブ
ランドを持ち込んでテストしたいと考えています。

在日フランス商工会議所 イベント・スポンサーシップ マネージャー

Camille Sciard 氏
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Sustainable CITY

最新テクノロジーの活用と、先人の知恵の共有などを通じて、
持続可能な都市開発に向けた取り組みが進む

SDGsの取り組み

エネルギーの地産地消を実現

地域に根付くSDGsの精神

江戸から続く暮らしの知恵を発信

日本橋の地下には、1 万世帯に電力供給できる発電施設がある。大震災の教訓を生かすべく、不動産およ

「400 年前の東京に、循環型社会の実現に役立つヒントがある！」
そんなコンセプトのもと開催されたSDGs

この取り組みでは、省エネや節電・電力ピーク対策として社会的にも注目されている、都市ガスのコージェ

パネル展示では、江戸時代の暮らしぶりを振り返りながら、日本橋の老舗企業が実践しているSDGsな取

（日本初）
。さらに、高い耐震性や、停電時にも電力供給できる仕組みにより、止めてはいけない経済・守

チックゴミで作られたアクセサリーなどの“アップサイクル”商品を集めたショップ、東京野菜のマルシェ

び都市ガスの両業界の最大手が組み、
「日本橋スマートエネルギープロジェクト」
として始業させた。

ネレーションシステムを採用。既存ビル
（約 20 棟）
を含む日本橋室町周辺地域に電気と熱を安定供給する

るべき文化を支える。

くわえて、発電所内では AIを活用してエネルギー使用量を予測し、電力消費が少ない時間に発電を抑え、
またエネルギーシステムが生む発電時の廃熱を活用。省エネならびにエネルギーの地産地消を実現する。

同プロジェクトにより、日本橋はエコフレンドリーな街へと進展しながら、エネルギー効率の改善を目指

す SDGs7の達成に貢献する。

イベントが
「日本橋ぐるり展」
だ。

組みを紹介。また、街の各所で、街づくりのプロや落語家によるトークイベントや、流れ着いたプラス

が展開され、各人の興味に合わせたSDGsなユニーク体験を提供。

ま た、本 イ ベ ン ト は、日 本 橋 を 拠 点 に、SDGsな 取 組 み を 発 し な が ら、地 域 社 会 を 繋 い で い く

「NIHONBASHI MODEL 推進委員会」
の主催。一体となって推進する活動の一環で、委員会メンバーの日本

経済新聞社と日経BP が、
「NIKKEI SDGs FESTIVAL NIHONBASHI TOKYO WINTER」を開催し、企業のSDGs

に対する施策をオンライン配信した。

同イベントにより、SDGs 達成への共感の輪を広げながら、SDGs12と17の達成に貢献する。

Main Industry

Nihonbashi MICE Planner’s Guide
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日本橋の
主要産業について
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1. ライフサイエンス

日本および世界の成長産業としてだけでなく、未曾有の社会

危機への切り札として期待されている
「ライフサイエンス産

業」
。400 年前からライフサイエンス都市として栄えてきた日
本橋は今、国際ハブに発展しつつある。

Contents
2. 宇宙

2040 年代には世界全体の市場規模が推定 100 兆円の
「宇宙ビ

ジネス」
。新産業のフロンティアとして注目されている。日
本橋では今、宇宙ビジネスの拠点やプレイヤーが集積しつつ

ある。
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ライフサイエンス都市「日本橋」の歴史

約400年前に、薬問屋街からはじまった
ライフサイエンス都市・日本橋
発祥は400年前

江戸幕府により、日本橋周辺が街の中心に定められ、全国の商工業者が集結。その

際、薬に関する商いを行っていた薬種商は日本橋本町付近に住み始めたのが、ライ

フサイエンス都市の発祥である。

目薬からはじまった

大規模な土木工事に関わる人の中に、過酷な労働や栄養不足から眼を患う人が続出。

眼医者の流れをくむ薬種商による目薬が、時代のニーズに応え、評判となった。

ビジネスモデルの構築

寛文から元禄期
（1661 年～ 1703）
には、
「問屋」
や
「小売」
など、現代的なビジネスモデ

ルが登場。日本橋の薬種の商いの中心は、薬のもととなる原料や調剤薬を取り扱う

「薬種問屋」
が担うこととなった。

時代変化に対応し続けてきた

明治
（1868 年～）
に入ると、西洋の薬
「洋薬」
や医薬分業制の導入など、市場環境は激

変。しかし、薬種問屋は結束し、薬品を量る規定改定
（全国初）
や、慈善病院への漢
薬の寄贈などに取り組んだ。

これらの薬種問屋の中から、現在の製薬企業が誕生した。
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「日本橋」に集積するライフサイエンス企業

グローバル製薬会社などの大手企業26社、
気鋭のスタートアップ20社の拠点に
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イベント実績

医薬・農業分野の、国内最大級の
ビジネスカンファレンスの開催実績が多数ある
日本最大規模のヘルステック・カンファレンス

HIMSS & Health 2.0 Japan
イベント概要

2007 年にカリフォルニアで開始したヘルステックカンファレンス
「Health 2.0」
。2015 年から、医師向けコ

ミュニティサイトを運営するメドピア株式会社主催のもと、日本でもスタート。2019 年度は東京日本橋に
て開催された。

開催目的

・日本のヘルステック産業の産官学の連携強化
・スタートアップの成長支援

開催規模

参加者数延べ約1,100 人
（平日2日間）

・医療専門機関へのテクノロジー、IT 導入支援

ユニークポイント

[ 国際性 ]

キーノートスピーチやパネルディスカッションの登壇者、ピッチコンテストの審査員・参加者に、総勢 12
名ほどの外国人ゲストが参加。世界最大の医療系ITカンファレンスを主催するNPO、HIMSS
（医療情報管

理システム協会）
との共同開催のため、世界最先端のヘルステックとその活用事例を知ることのできる場と

なっている。

[ 複合性 ]

エリア最大級の大きさを誇り、演劇にも対応した日本橋三井ホールでは、キーノートスピーチや、ピッチ

の最終審査など、世界最先端を知れるセッションが実施された。一方、複数のイベントスペースがコンパ

クトに揃った室町三井ホール &カンファレンスでは、パネルディスカッションや、展示ブース、ピッチコ

ンテストの予選会等で、日本のプレイヤーの内情を感じられるセッションが実施。その結果、来場者は会
場を行き来することで、ヘルステック分野の勢いを多角的に知ることができた。

❶ 日本橋三井ホール・・・キーノートスピーチ等のセッション、ピッチコンテスト
（最終）
、ブース
❷ 室町三井ホール & カンファレンス・・・セッション、ピッチコンテスト
（予選）
、ブース展示
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イベント実績

医薬・農業分野の、国内最大級の
ビジネスカンファレンスの開催実績が多数ある
日本最大規模のアグリテック・カンファレンス

AG/SUM

イベント概要

2016 年 9 月からはじまった、日本経済新聞主催によるスタートアップサミットシリーズ
「SUMシリーズ」
の

農業・フード領域特化のイベント。2018 年より日本橋で開催。

開催目的

・日本のアグリテック産業の産官学の連携強化
・シード段階のスタートアップの成長支援

開催規模

参加者数：のべ 7,500 人
（平日3日間）

ユニークポイント

[ 国際性 ]

キーノートスピーチの登壇者や、ピッチの審査員・参加者は外国人ゲスト。総勢 15 名ほど。
[ 複合性 ]

BtoBイベントでありながら屋外広場を活用して、イベント来場者や地元ワーカーを楽しませるマルシェイ
ベントを開催。

❶ 室町三井ホール & カンファレンス・・・セッション会場
❷ コレド室町テラス 大屋根広場・・・マルシェイベント会場
❸ 日本橋三井ホール・・・ピッチ会場
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スタートアップ・エコシステム

ライフサイエンスの“ハブ形成”を牽引するLINK-J
（事務局長・曽山氏への取材 前編）
2016年の設立以来、

日本橋内外のライフサイエンス領域の様々なプレイヤーを繋ぎ、
コミュニティ構築を図ってきたLINK-J。

その事務局長として、
国内外を飛び回る曽山氏を取材。

LINK-Jの設立経緯

LINK-Jは、日本橋の街づくりを推進する三井不動産と産学の有志によって、
「人と情報の交流プラット

フォーム」
を目指して設立されました。理事長には慶應義塾大学医学部の岡野栄之教授、副理事長には大阪

大学の澤芳樹教授が就き、京都大学iPS 細胞研究所の山中伸弥所長を運営諮問委員会特別委員に迎え、豊

富なネットワークや知識を有する国内外の多くの研究者や企業の賛同によって始動しました。

私は以前、ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）
でヴァイスプレジデントを務め、複数の欧米医療機器メー

カーにて日本法人社長を歴任しました。その時より、ライフサイエンス領域のイノベーション創出の難し

さは肌で感じていましたが、製薬大手が集積し、国内外からのアクセスしやすい日本橋でなら、産官学連
携が実現してイノベーションを生み出せそうと期待して参画しました。

「交流・連携」面では、大学や企業と連携しながら、ライフサイエンス領域に関連した多様なイベントを

2019 年は年 500 件ほど開催。また、日本橋だけで10か所の施設・拠点があり、大学や製薬会社、スタート

アップなどが約130 社、テナントとして入居しています。

「育成・支援」
面では、アクセラレーションプログラム等を提供。AI問診サービスを提供するUbie 株式会社

（資金調達総額 20 億円）や、国産初の脳血管血栓除去デバイスを開発した株式会社バイオメディカルソ
リューションズが輩出されました。

設立から

世界各国から11 企業団体が日本橋に集結し、ライフサイエンス・スタートアップの可能性を紹介

5

年

2021年3月に設立

LINK-Jの活動実績

特別会員数

イベント実績

486

2019年、オープンかつ30人以上の
リアルイベント・プログラム数

（企業・団体・個人含む）
※21年2月1日現在

オンラインイベント

518 190
2020年4月～12月
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スタートアップ・エコシステム

ライフサイエンスの“ハブ形成”を牽引するLINK-J
（事務局長・曽山氏への取材 後編）
ライフサイエンス企業が日本橋でイベントをする利点

LINK-Jの豊富なネットワークを活かして、今まで接点の無かった領域・職種の人や組織と出会う機会をご

用意します。ライフサイエンス系の研究者や企業にとって、
「ここに来れば、きっと新たな収穫がある」
、

そう感じられるのが日本橋なのです。“トップレベルで研究している企業や機関に会いたい” “アイディアは

あるが、実用化のノウハウが無くて困っている” “海外・日本市場に進出したい”といった声にLINK-Jは喜
んでお応えしています。

日本橋は、報奨・視察旅行として一度訪れるのにもいいでしょう。製薬大手のオフィスや、美味しいレス

トランや賑やかな商業施設が集積しており、ビジネスとエンターテインメントが入り混じる現代的な滞在
体験ができるはずです。皆さんとお会いできる日が来ることを楽しみにしています。

Proﬁle

LINK-J 理事兼事務局長

曽山 明彦氏

東京大学理学部物理学科卒業。通商産業省
（現・経済産業省）
入省。人事院長期在外研究員とし

て米国コロンビア大学大学院卒業
（MBA）
。ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社ヴァイス

プレジデント及び複数の欧米系医療機器企業の日本法人社長を歴任。2016 年 3 月より現職。

東北大学特任教授、厚生労働省医療系ベンチャー振興推進会議構成員、神戸市や札幌市のアド

ピッチイベントの継続的な開催を通じてスタートアップの底上げを図る

バイザー他も務める。
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1. ライフサイエンス

日本および世界の成長産業としてだけでなく、未曾有の社会

危機への切り札として期待されている
「ライフサイエンス産

業」
。400 年前からライフサイエンス都市として栄えてきた日
本橋は今、国際ハブに発展しつつある。

Contents
2. 宇宙

2040 年代には世界全体の市場規模が推定 100 兆円の
「宇宙ビ

ジネス」
。新産業のフロンティアとして注目されている。日
本橋では今、宇宙ビジネスの拠点やプレイヤーが集積しつつ

ある。
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Why Space Business？

宇宙ビジネスの集積地として発展する
「日本橋」の狙い
日本橋で宇宙ビジネスとは？

日本橋の特長や、これまでの実績

日本橋の都市開発を推進する三井不動産は、
「日本橋再生計画」
の重点構想として
「宇宙」
領域での産業創造

コンパクトな街に、グローバル企業やスタートアップ、

を展開するスタートアップ・アクセルスペースや国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構
（JAXA）
などのプ

した、産学官連携を図りやすいのが特長です。また、街

誘致を推進してきました。

地上でのイノベーション創出を後押しします。

を掲げています。2018 年11 月に
「宇宙ビジネス拠点 X-NIHONBASHI」
を開設したほか、超小型衛星ビジネス

レイヤーが次々と集結、宇宙に関する様々なプロジェクトの誘致・参画やイベント・カンファレンスの主催・
宇宙領域は広範であり、衛星データを活用した地球全体のサステナビリティに向けた調査や事業、人類の

新たな地平を切り開く深宇宙探査といった宇宙関連事業のみならず、その過程で産み出されるロボティク

スやバイオなど様々なテクノロジー領域に派生します。そして、それらテクノロジーの発展によりもたら

されるソリューションが、人類全体の課題解決に寄与すると期待されています。

日本橋では、この宇宙関連領域におけるイノベーション創出を促しながら、街づくりにも活かす狙いのも
と、宇宙ビジネス都市形成が進んでいます。

研究機関が集積しているため、宇宙ビジネス拡大を目指

に根付く共創意識や協力体制が、新たな出会いを促し、

これまで、学会やメディアと協働した宇宙ビジネス・カ
ンファレンスや、宇宙をテーマにしたアート＆エンタメ

イベントなど、多様なイベントが開催されました。ま

た、宇宙関連のスタートアップや機関が次々と拠点を設
置。宇宙ビジネス都市へと着実に歩み始めています。

「機会」
の創出

「場」
の提供

イベントやカンファレンスの主催

宇宙ビジネスは今、官需中心から官民連携、そして民需へと変わる転換

期。ライフサイエンス領域での、産官学の連携促進や
「場」
と
「機会」
づく

X-NIHONBASHI TOWER

「宇宙ビジネスの

時代」
をテーマに
したカンファレンス

日本最大級の

宇宙ビジネス
カンファレンス

宇宙を活用した

ビジネスアイディア
コンテスト

BtoC 宇宙イベント

りの実績を活かし、当社は壮大な産業フロンティア・宇宙ビジネスでも
共創をサポートします。

“宇宙ビジネスに参入したい” “当社のこの技術を、宇宙ビジネス先駆者

と連携したい”といったご要望に応えられるよう全力でご支援します。

プロジェクトへのコミット

三井不動産 日本橋街づくり推進部事業グループ 統括

川瀬康司氏
宇宙ビジネス拠点
X-NIHONBASHI

宇宙を目指す
最先端テクノロジー
を地上に実装

幅広いプレイヤーと
JAXA の共創
プログラム

宇宙スタートアップ
への出資

地球と宇宙の
食の課題を解決する
共創プログラム
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「日本橋」に拠点を構える宇宙ビジネス企業・団体たち

産学官連携を加速させるプレイヤーが
日本橋に集積しつつある

20
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イベント実績

起業家・研究者向けのイベントから、
親子が楽しめるものまで幅広く開催
NIHONBASHI THE SPACE

「宇宙」
をテーマとしたエンターテインメント、食、教育、アートな

ど、多様なコンテンツを扱うB to Cのアート＆エンターテインメン

Future of Society Conference 2019
-宇宙ビジネスの時代-

MITによって創設された、世界で最も歴史と権威あるテクノロジー
誌「MIT テクノロジーレビュー」
は、2019 年に、宇宙ビジネス・カン

トイベント。
（2020 年より開催）

ファレンスを開催。気鋭の研究者や企業家による議論で宇宙事業の

宙フェス

SPACETIDE YEAR-END

「宇宙」
をテーマとしたハンドメイド雑貨マーケット、トークショー、
天体観測会などが一堂に会するイベント。大人も子供も、様々な視
点から宇宙の魅力を楽しめる。
（2019 年より毎年開催）

可能性を探った。

一般社団法人SPACETIDEが主催する日本最大級の宇宙ビジネスカン

ファレンスの年末イベント。宇宙業界のキーパーソンが産学官から集
い、活発な議論と交流の場を提供している。
（2018年より毎年開催）

宇宙ビジネス共創委員会
設立シンポジウム

宇宙分野の産業界と学術界の有機的な共創を行うための取り組みと

して、日本航空宇宙学会が
「宇宙ビジネス共創委員会」
を設立。2020
年12 月、その設立シンポジウムが開催された。

S-Booster

2017 年から開催されている
「宇宙ビジネスアイデアコンテスト」
。国

内外から幅広くビジネスアイデアを募集し、優れた提案には事業化

に向けた支援を行う。
（日本橋では 2019 年に最終選抜会を開催）

21

Chapter 2

スタートアップ・エコシステム

エコシステムを下支えする
キープレイヤーたち、
そして
「共創の声」
スタートアップ

研究・開発機関

ファシリテーター

アクセルスペース

JAXA

SPACETIDE

山﨑 泰教氏

小谷 勲氏

佐藤 将史氏

執行役員

最高ブランド責任者（CBO）

会社・事業紹介

アクセルスペースは、
「宇宙を普通の場所に」
というビジョンの下、

新事業促進部 事業推進課

会社・事業紹介

JAXA は、政府全体の宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関と

理事兼COO

会社・事業紹介

一般社団法人 SPACETIDEは、宇宙ビジネスの新たな道筋を創出する

超小型人工衛星の設計・製造・運用、そこから得られる地球観測デー

して、宇宙航空分野の研究開発を実施しています。一例として国際

ため、民間による日本最大規模の宇宙ビジネスカンファレンスの運

ている企業です。

による宇宙探査などのプロジェクトを遂行しています。

をしている団体です。カンファレンスでは SpaceX やBlue Originを

タを地上の生活や社会課題の解決に活用する提案まで一貫して行っ
数十機の衛星を打上げ、毎日、世界中のあらゆる地域を撮影できる
全地球観測プラットフォーム
「AxelGlobe」
を構築中です。

宇宙ステーションでの有人宇宙開発や、小惑星探査機
「はやぶさ２」

また、宇宙開発で培った研究開発成果の利用促進や宇宙産業の拡大

もJAXA の重要な役割です。新しい活動の一つとして、宇宙ビジネス

を目指す民間事業者等と共同で事業コンセプト検討や技術開発・実

証等を行う事業創出プログラム
（J-SPARC）
を、2018 年 5 月から始動

しており、現在 20 件以上の共創案件が進行しています。

共創への思い

主力事業
「AxelGlobe」
は 2021 年 3 月に追加 4 機の衛星を打上げ、6 月

共創への思い

J-SPARCの始動に伴い、ユニークな取り組みの一つとして、日本橋

営や、宇宙産業の業界レポートの発刊などの産業横断的な取り組み
招致するなど国際的なネットワークを有し、宇宙産業のリーダーが
集まる場を、東京そして日本橋でつくります。

過去、カンファレンス登壇を契機にビジネスが動いたスタートアッ

プが存在したり、また業界レポートが宇宙ビジネスに関するメディ
ア報道で引用されたりと、日本の宇宙ビジネスのファシリテーター

として成長してきました。

共創への思い

欧米やアジア、そして日本の宇宙ビジネスプレイヤーが繋がるため

の宇宙ビジネス拠点
「X-NIHONBASHI」
や
「X-NIHONBASHI TOWER」
等

の産業コミュニティのハブになること、そして異業種の企業がこの

ります。

ブとして、共創活動の
「場」
と
「機会」
を提供することにより、これま

やイベント運営、産業調査を行なっています。そのため、宇宙ビジ

が集まり、またメンバーの約 3 割が外国籍という多様性を活かした

性化の手応えを感じています。

から5 機体制運用になることで、撮影頻度が現在の2 週間に1 度から
2,3日に1 度へと格段に上がり、衛星データの活用用途が大きく広が

を活用した宇宙ビジネスの創出促進を実施しています。日本橋をハ

産業に参入するきっかけをつくることを目標に、ネットワーク形成

で宇宙食や宇宙低軌道利用、宇宙輸送などの分野で宇宙ビジネス活

ネスに関心のある企業や団体に対して、カンファレンスへの出展や

チームです。

また、新たな共創活動の一環として宇宙ビジネスの国際連携を推進

トワーキングの場の企画・提供や、SPACETIDEとの個別イベントの

創を期待しています！

る海外宇宙機関等と協力しながら活動の幅をさらに広げていこうと

業の皆さん、宇宙ビジネス参入の入り口としてSPACETIDEをご活用

弊社には、様々な業界から各々専門性を持ったプロフェッショナル

国内外を問わず、従来の常識を一緒に打ち破ろうという方々との共

する活動「X-NIHONBASHI Global Hub」も開始し、NASA を始めとす

考えています。日本橋が日本と海外、宇宙と宇宙以外の分野をつな

ぐ架け橋になることを期待しています。

協賛のみならず、業界関係者との小規模なディスカッションやネッ

共催など、多様な手段と柔軟なスタンスを備えています。異業種企

ください！共創を通じてビジネスの成功を後押しします。

Package Plan, Unique Experience & Venue List

Nihonbashi MICE Planner’s Guide

Chapter 3
日本橋MICE PLANNER’S GUIDE

日本橋で活用可能な
施設やプログラム
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1. パッケージプラン

日本橋では、複数のホール施設、屋外広場、そして大通りを
同時に利用でき、街全体をイベント会場に見立てたダイナ

ミックな大型イベントが実現する。

Contents

2. 施設リスト

コンベンション施設から、ユニークべニュー、ホテル、飲食

店までがコンパクトに集結。効率的なイベント開催と、快適

な滞在をサポートする。

3. ユニークエクスペリエンス
400 年前から文化都市として栄えた日本橋には、イベントの

スキマ時間に足を運びたい体験・スポットが目白押し。
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Package Plan

大通りや憩いの広場もイベント会場に
日本橋では、街一体のイベントが可能
大通りを、ジャック！

憩いの場を、イベント会場に。

五街道の起点となった日本橋の中央通りは、公共性の高いイベントであればジャックすることが可能です

地域で働く人が、昼休みや退社後にほっと一息をつく憩いの場所でもある
「福徳の森」
。常に人が集うこの

東京を代表する大通りから話題を発信しよう

50万人のワーカーが集うビジネス街の広場を活用しよう

※。例えば、陸水運の要所である日本橋にちなんだ、次世代モビリティ社会をテーマにした大規模イベン

オープンスペースもイベント利用が可能です。例えば、忙しい都市生活者の健康意識を喚起する、体験型

レードを実現すれば、モビリティの長い歴史を一望できる博覧会の場にも変貌します。東京有数の商業都

仕事の合間に立ち寄れるようにします。健康チェックの習慣化をサポートするカルテの提供、最新のウェ

トの開催はいかがでしょうか。最新モビリティや、馬車、人力車、木炭自動車、自転車などが走行するパ
市での大パレードは話題性抜群！ 一気にプロモーションを盛り上げたい人に最適です。

大通り
（中央通りなど）
を通行止めにするイベントは、日本橋エリアの団体と連携する公共性の高いものである必要があります。大通りを利用する
イベントについて関心をお持ちの方は、巻末の日本橋室町エリアマネジメントに一度お問い合わせください。

のイベントは？ 広場に、医師、管理栄養士、トレーナーによるブースを終日設置し、周辺のワーカーが
アラブルデバイスやアクティブウェアの試用、さらにヨガレッスンなどを展開し、働く街を支えます。
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Package Plan

名所・名店溢れる日本橋ならではの、
唯一無二のインセンティブツアー
日本橋シアトリカルツアー

物語から現れた2 名のキャストやガイドと共に、舞台となる街や建

物を巡り、まるで１本の映画・演劇の中に入り込んでしまったかの

ような体験を味わえる新感覚の“没入型”街歩き公演です
（企画・製作
は、日本を代表するエンタメ企業
「松竹」
）
。

外国人ゲストや同僚とお楽しみいただけ、インセンティブツアーに

最適です。

ツアー概要
【集合場所】

日本橋案内所 日本橋室町 2-2-1 コレド室町1 地下1階
東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
から徒歩1 分

※多言語対応していませんが、役者の多彩なコミュニ
ケーションや、日本の歴史文化を巡るルートにより、外

国人もお楽しみいただけます。

※慣習や宗教上の理由、また食物アレルギーなどで召し

上がれない方につきましては、提供時にお断りいただき、

お手に取られないようお願いいたします。なお代替物の

ご用意や一部返金はございませんので、予めご了承くだ
さい。
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1. パッケージプラン

日本橋では、複数のホール施設、屋外広場、そして大通りを
同時に利用でき、街全体をイベント会場に見立てたダイナ

ミックな大型イベントが実現する。

Contents

2. 施設リスト

コンベンション施設から、ユニークべニュー、ホテル、飲食

店までがコンパクトに集結。効率的なイベント開催と、快適

な滞在をサポートする。

3. ユニークエクスペリエンス
400 年前から文化都市として栄えた日本橋には、イベントの

スキマ時間に足を運びたい体験・スポットが目白押し。
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イベントスペース（コンベンション編）

日本橋三井ホール

約 700 名収容可能なエリア最大級の多目的ホール。木の温もりに包まれた上質感のある会場となってお

り、3 パターンに停止することができるロールバックチェアーにより様々なレイアウトが選択可能。セ
ミナー・講演会・記者会見のみならず、コンサート・演劇でも利用可能です。

音声デジタル信号、ラインアレイスピーカー、ホール内吸音構造、400 インチスクリーン、ステージ上
昇降トラスバトン設備等様々なシステムを持ち、お客様の要望にお答えします。

施設の特徴

ご利用メニュー
（一部）

・ホール

（面積 704㎡ / 天高 7.0m）

（シアター形式 690人 / スクール形式 432人）

基本使用料

1日
（9時～20時）
：1,400,000円
（税別）
前日準備料金

1日
（9時～20時）
：1,000,000円
（税別）
※別途、機材費・技術人件費あり

アクセス

・東京メトロ銀座線･半蔵門線
「三越前」
駅
（A9出口直結）
徒歩 1分
・JR 総武線快速
「新日本橋」
駅徒歩 3分
（地下道直結）
・〒103-0022

東京都中央区日本橋室町 2-2-1 COREDO室町 1 5F

Contact:

03-5200-3210
公式サイト

問合せフォーム
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Chapter 3

イベントスペース（コンベンション編）

室町三井ホール＆カンファレンス
メインホールは、約 420 名の収納が可能。デュアルスクリーンを備え、ビジネスからエンターテインメ

ントまで個性あふれるイベントに対応することができます。また、連動性に優れる広々としたホワイエ。

さらには多彩に使えるカンファレンスなど、様々なリクエストに応える最新の空間がワンフロアに揃い

ました。

古くから人や文化の起点であった日本橋から、未来に向けた魅力あふれる情報発信を実現します。

マップ

施設の特徴

・ホール

（面積 373㎡ / 天高 5.9m）

（シアター形式 420名 / スクール形式 306名）
・ホワイエ

（面積 213㎡ / 天高 3.6）
（立食形式 100名）

・会議室 3室
（収容：ロの字 36名 /36名 /18名）

ご利用メニュー
（一部）
ホール（373㎡）

基本使用料

1日
（9時～21時）
：810,000円
（税別）
前日準備料金

ホール

1日
（9時～20時）
：610,000円
（税別）

※ホワイエは上記料金に含みます

・東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
駅直結

会議室A（81㎡）

・JR中央・山手・京浜東北線
「神田」
駅 徒歩 4分

※別途、設営料・機材費あり

基本使用料

Contact:

・JR 横須賀・総武線快速
「新日本橋」
駅徒歩 3分
（地下道直結）

1日
（9時～21時）
：261,000円
（税別）

・〒103-0022

東京都中央区日本橋室町 3‐2-1

COREDO室町テラス 3F

予約・空き状況について

03-6324-1091 （総合予約窓口）

上記以外
（施設詳細）
について
会議室

アクセス

03-3548-8933

公式サイト
（問合せはこちら）
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Chapter 3

イベントスペース（コンベンション編）

日本橋ホール

日本橋駅直結のアクセスの良さに加え、開放的なホワイエや音響・照明・映像設備を備えた、セミナー・
展示会・懇親会等、様々な用途でご利用頂けるホールです。天井高 5m の広々とした高級感のある空間

は、大型スクリーン、ステージスポット等の設備を備えており、セミナーはもちろん、プレゼンテー

ションや発表会に最適です。また、開催規模に応じて分割し、ホール 1+2 と同等の設備をそのままご利
用いただくことが可能です。

歴史と伝統の街「日本橋」で格式を感じさせる上質な空間を、ぜひ皆様のビジネスにお役立てください。

施設の特徴

・ホール（1+2）

（面積 308㎡ / 天高 5.0m）

（シアター形式 250名 / スクール形式 195名）

ご利用メニュー
（一部）
ホール1+2（308㎡）

基本使用料

1日
（9時～21時）
：813,000円
（税別）
前日準備料金

ホール1（198㎡）

基本使用料

1日
（9時～21時）
：523,000円
（税別）

1日
（9時～21時）
：569,100円
（税別）

アクセス

・地下鉄東京メトロ銀座線・東西線
「日本橋」
駅 直結
・地下鉄都営浅草線
「日本橋」
駅 徒歩１分

・地下鉄東京メトロ半蔵門線
「三越前」
駅 徒歩 5分
・JR
「東京」
駅 徒歩 5分

・〒103-6109

東京都中央区日本橋二丁目 5番 1号 日本橋髙島屋三井ビルディング 9階

Contact:

予約・空き状況について

03-6324-1091 （総合予約窓口）

上記以外
（施設詳細）
について

03-6281-9493

公式サイト

問合せフォーム
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Chapter 3

イベントスペース（コンベンション編）

野村コンファレンスプラザ日本橋
最大収容 342 席の 6 階大ホールを始め、120 ㎡の中ホール、10 ～ 20 名の会議室等、各種サイズを取り

揃えたコンファレンス施設。採光性の高い会場や、ゆとりあるホワイエを擁し、落ち着いた雰囲気が漂

います。各階大ホールの様子は中ホール・会議室に配信可能。

運営はホテルオークラグループが担当、細やかなサービスでケータリング含めお客様のご要望にお応え

し、様々な用途でのご利用が可能です。

施設の特徴

・ ホール 4室

6階大 300㎡
（シアター形式 342名／スクール形式 180名）

5階大 250㎡（シアター形式 252名／スクール形式 135名）

6階中 120㎡（シアター形式 84名／スクール形式 60名）
×2

※いずれも分割可能

天井高 4.5m(6F)/3.5m(5F)

・ 会議室 5室
（収容 20名／12名／12名／10名／10名）

ご利用メニュー
（一部）
6階 大ホール（300㎡）

中ホール1（120㎡）

9時～12時 (3h) ： 198,000円
（税込）

9時～21時 (12h)： 233,600円
（税込）

18時～21時 (3h)： 187,500円
（税込）

会議室1（37㎡）

13時～17時 (4h)： 277,600円
（税込）
9時～21時 (12h)： 583,500円
（税込）

※各部屋に 6 階大ホールと同様の時間枠料金あり

9時～21時 (12h)： 79,600円
（税込）

※プロジェクター・スクリーン使用料 44,000 円
（税込）等
別途備品使用料あり

アクセス

・東京メトロ銀座線･半蔵門線
「三越前」
駅（A9出口直結）
徒歩 1分
・JR 総武線快速
「新日本橋」
駅徒歩 3分
（地下道直結）

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 2丁目 4番 3号 YUITO 日本橋室町野村ビル 5F・6F

Contact:

03-3277-0888

info@ncp-nihonbashi.com
公式サイト
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Chapter 3

イベントスペース（コンベンション編）

マンダリン オリエンタル 東京
マンダリン オリエンタル 東京のイベント施設は、500 名収容可能なグランドボールルームを筆頭に、

13 室の大小さまざまなバンケットルームから構成されます。グランドボールルームには、36 台のプロ

ジェクターが設置されており、日本で初めて採用した、画像や映像を全方位に投影する最新システムが
完備されています。大切な方々とのパーティー、重要な会議など、あらゆるシーンやご要望にお応えい

たします。

施設の特徴

・バンケット 13室

面積 550㎡
（シアター形式 500名 / スクール形式 260名）
面積 250㎡
（シアター形式 150名 / スクール形式 80名）

面積 166㎡ / 130㎡ / 107㎡ /81㎡ / 70㎡ / 38㎡ / 35㎡ ×5室

アクセス

・東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
駅直結

・JR 総武線快速
「新日本橋」
駅徒歩 5分
（地下道直結）

・〒103-8328 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 マンダリン オリエンタル 東京内

Contact:

03-3270-8920

motyo-sales@mohg.com
公式サイト
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Chapter 3

イベントスペース（ユニークベニュー編）

日本橋 周遊クルーズ

橋楽亭

日本橋は、日本橋川をはじめ、神田川、隅田川など個性豊かな川と繋がり、さまざまな周遊コースを楽

和室「橋楽亭」は、茶室「囲庵」
と大広間で構成された、日本橋スタイルを提案する本格的な和のレンタル

しめるのがポイント。名橋の数々だけでなく、昼と夜とではまったく異なる景色を観ることができ、時

スペースです。宴会や展示会、お打合せはもちろんのこと、落語や文楽など伝統芸能の公演の場とし

し、年間 5 ～ 6 万人が利用。2016 年 3 月には利用者が 30 万人を突破し、多くの人が水上散歩を楽しん

能。

季によっては乗船券がすぐに売り切れになるほどの人気ぶりです。現在はさまざまな船がツアーを実施

でいます。

ご利用メニュー
（一部）

1時間 2,500円の乗合便や、90分 78,000円の
貸切便
（～30人）
と多彩のツアーが催行中。

サイトから、最適なツアーやメニューを

お選びください。

アクセス

・東京メトロ銀座線・半蔵門線

「三越前」
駅
（B6出口）
徒歩 1分

・東京メトロ銀座線・東西線

「日本橋」
駅
（B12出口）
徒歩 2分

て、どなたでもお気軽にご利用できます。外国人ゲスト向けの和食のワークショップを行うことも可

ご利用メニュー
（一部）

Contact:

会場使用料

公式サイト

1日
（10時～19時）
：120,000円
（税別）

※上記の基本使用料以外に、用途に合わせた追加費用あります。

Contact:
03-5200-3210

アクセス

・
「三越前駅」A6番出口より直結
・〒103-0022

東京都中央区日本橋室町 1-5-5

COREDO室町 3

3F

公式サイト

問合せフォーム
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Chapter 3

イベントスペース（ユニークベニュー編）

大屋根広場

江戸桜通り地下歩道

『COREDO 室町テラス』の南側に位置する、季節を感じる広々とした開放感あふれる空間で、様々なイベ
ントに対応する設計が施されています。オフィスワーカーやショッピングで集う人々の憩いの場とし

て、四季折々の商品 PR やオープンカフェにも最適。また常設の大型ビジョン、演出照明、音響機器も
備えており、レッドカーペット等のエンターテイメント系イベントにもご活用いただけます。

ご利用メニュー
（一部）
会場使用料

公式サイト

イベント有効面積：約 500 ㎡
ビジョンサイズ：W5,000 x H3,000 横型
掲載回数：15 秒 x 3 回 x 16 時間 x 7 日間

（地下道直結）

Contact:

1日
（10時～21時）
：400,000円
（税別）

1週間
（7時～23時）
：300,000円
（税別）

・JR 横須賀・総武線快速
「新日本橋」
駅徒歩 3分

た、多彩なプログラムの実施が可能です。

※公道であるため中央区及び当法人による審査及び承認が必要

会場使用料

1日
（10時～22時）
：1,000,000円
（税別）

・東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
駅直結

た、より訴求力が高いプログラムの実施や、地下歩道に面する日本橋案内所内の多目的ルームと連動し

ご利用メニュー
（一部）

Contact:

ビジョン掲載料

アクセス

東京メトロ三越前駅に直結し地下でコレド室町１・２・３を結ぶ「江戸桜通り地下歩道（公道）」は、イベ

ント開催スペースとしてご利用可能。天候に関係なく柱面に設置しているデジタルサイネージと連動し

問合せフォーム

イベント有効面積：約 354 ㎡
天井高：2,800mm

設備：60 インチ縦型ディスプレイ
（15 面）
55 インチ 9 面横型マルチディスプレイ
（1 面）

アクセス

・JR中央・山手・京浜東北線
「神田」
駅 徒歩 4分
・〒103-0022

東京都中央区日本橋室町 3‐2-1

COREDO室町テラス 3F

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩 2分
・東京都中央区日本橋室町 2-2-1

公式サイト

問合せフォーム
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Chapter 3

イベントスペース（ユニークベニュー編）

福徳の森

仲通り

長い歴史を持ち地域に愛されてきた福徳神社と連携する立地にあり、日本橋エリアにおいて希少な屋外

コレド室町１と２の間を通り福徳神社の大鳥居へと続く仲通りは、
日本橋エリアを代表する伝統文化を

広間は、イベント利用可能。約 1,000m² の敷地中央には、広場を囲むような形で豊富な木々が植わり、
都心の森が演出されています。

※当法人による審査及び承認が必要

ご利用メニュー
（一部）
会場使用料

※公道であるため中央区及び当法人による審査及び承認が必要

ご利用メニュー
（一部）

Contact:

会場使用料

・東京都中央区日本橋室町 2-5-10

Contact:

1日
（11時～20時）
：500,000円
（税別）

イベント有効面積：約 300 ㎡

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩 2分

（11:00 ～ 20:00）
となると、皆が足をとめ記念撮影をする姿をよくみかけます。この通り全体をイベン
ト開催スペースとしてご利用いただくことができます

1日
（10時～21時）
：500,000円
（税別）

アクセス

感じることができます。季節ごとに変わる色とりどりのちょうちんに囲まれた空間では、歩行者天国

公式サイト

問合せフォーム

イベント有効面積：約 172.8 ㎡
什器高：4,000mm 以内

アクセス

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩 2分

・室町東三井ビル
（中央区日本橋室町 2-2-1）
および室町古河三井ビル

（中央区日本橋室町 2-3-1)間の車道部
（区道１９号線／仲通り）

公式サイト

問合せフォーム
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Chapter 3

イベントスペース（ユニークベニュー編）

カドチ

アトリウム

カドチは福徳神社の大鳥居から道を挟んだ正面に位置する屋外のイベントスペース（2 か所）。日本の伝

統的な雰囲気を感じることができる
「仲通り」に面した屋外空間（半屋根）
は、観光客や来街者を対象とし

た商品サンプリングや PR イベントに最適です。

※当法人による審査及び承認が必要

ご利用メニュー
（一部）
会場使用料

アクセス

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩 1分
・東京都中央区日本橋室町 2‐2‐1

あふれる巨大空間になっており、荘厳な雰囲気を感じられます。ヒストリカルウォールと大理石に囲ま

れた贅沢なアトリウム空間をイベントスペースとしてご利用頂けます。ホテル宿泊客、美術館来場者、

オフィスワーカーなど様々な人が行き交うスペースでのイベントができ、ミニコンサートやレセプショ

ンパーティーなどが開催可能です。

ご利用メニュー
（一部）

Contact:

会場使用料

1日
（11時～20時）
：各 150,000円
（税別）

イベント有効面積：45 ㎡（カドチ 1：約 28 ㎡、カドチ 2：約 17 ㎡）
什器高：3,000mm 以内

日本橋三井タワー 1F エントランススペースにあるアトリウムは、ビル 4 階まで伸びる高さ約 26m の光

Contact:

1日
（11時～20時）
：250,000円
（税別）
公式サイト

問合せフォーム

イベント有効面積：約 135 ㎡
天井高：25m

アクセス

・東京メトロ三越前駅
（A7、A8出口直結）
・東京都中央区日本橋室町 2‐1‐1

公式サイト

問合せフォーム

36

Chapter 3

イベントスペース（ユニークベニュー編）

TOHOシネマズ 日本橋
都内で初めてドルビーの革新的なシネマ音響「ドルビーアトモス」を導入した、9 スクリーン・1,770 席の

映画館。この劇場を貸切って、映像や音楽を駆使したイベントを楽しむことができます。貸切上映会や
講演会、セミナーにぜひご利用ください。

ご利用メニュー
（一部）

詳しくはお気軽にお問い合わせください。

アクセス

・東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
駅直結
・東京都中央区日本橋室町 2-3-1
コレド室町 2

3F

Contact:
cinead@tohocinemas.co.jp

公式サイト
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Chapter 3

イベントスペース（OOH・デジタルサイネージ編）

街路フラッグ

日本橋から銀座エリアまでつながる中央通り
（1.5km）
と、東京駅正面から伸びる八重洲通り
（500m）。
この 2 つの大通りに展開される、150 枚を超える街路フラッグは圧巻です。
※当法人による審査及び承認が必要

ご利用メニュー
（一部）
1か月

1か月

中央通り：5,000,000円
（税別）

ルサイネージが設置。地下歩道を往来する方向けに広告配信できます（音出し可能）。

ご利用メニュー
（一部）

Contact:

基本使用料

中央通り室町エリア

中央通り京橋エリア

1か月

八重洲通り：1,000,000円
（税別）

（日本橋一丁目～京橋三丁目）
：2,500,000円
（税別）
※別途、フラッグ制作費、取付撤去費、各種申請料などあり

アクセス

・中央通り： 室町四丁目～京橋三丁目

・八重洲通り：八重洲一丁目～日本橋三丁目

東京メトロ三越前駅に直結し、地下でコレド室町 1、2、3 を結ぶ江戸桜通り地下歩道に設置されている

歩道両脇を彩るように 60 インチ型ディスプレイ 15 台、55 インチ型ディスプレイ 1 台、計 16 台のデジタ
※当法人による審査及び承認が必要

Contact:

1か月 ※15秒枠 4,320回：300,000円
（税別）

（室町四丁目～日本橋北詰）
：2,500,000円
（税別）
1か月

江戸桜通り地下歩道
デジタルサイネージ

1週間

公式サイト

問合せフォーム

※15秒枠 1,008回：100,000円
（税別）

※イベント開催時にジャック放映が可能（1 時間 40,000 円 /2 時間
80,000 円に加え、作業費 36,000 円）

アクセス

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩 1分
・東京都中央区日本橋室町 2‐2‐1

公式サイト

問合せフォーム
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宿泊施設

マンダリン オリエンタル 東京
マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005 年 12 月 2 日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「センス・オブ・プレイス

＝立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザインには「森と水＝日本の自然」を
モチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を作り出しています。50 ㎡以上のゆとりある

スペースに最先端の IT を取り入れ、すべてのゲストルームから東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、直営スパ、12
の料飲施設、大小さまざまなバンケットルーム (13 室 ) などを完備。開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いています。

施設の特徴

・部屋数 179

・客室単価 5～30万円
・バンケット 13室

（面積 550㎡ / 250㎡ / 166㎡ / 130㎡ / 107㎡ /81㎡ / 70㎡ /38㎡ /
35㎡ ×5室）

アクセス

・東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
駅直結
ゲストルーム

スイートルーム

・JR 総武線快速
「新日本橋」
駅直結

・〒103-8328 東京都中央区日本橋室町 2-1-1

Contact:

03-3270-8920

スパ

ダイニング

motyo-sales@mohg.com

公式サイト
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宿泊施設

三井ガーデンホテル 日本橋プレミア

「記憶に残るホテル」をコンセプトとした三井ガーデンホテル。ハード・ソフトの両面からきめ細かくお客様の五感に働きかけることによって、
深いやすらぎと満足の週泊体験をご提供します。地下鉄駅直結で、大通り沿いという好立地のため、ホテル周辺には、観光名所や史跡はも

ちろん、気軽に散策していただける見所が満載。街案内スタッフがグルメ情報などを厳選してご紹介します。また、アートがディスプレイさ
れた回廊の先には、檜の香り漂う大浴場をご用意。ブッフェスタイルの朝食は、加賀百万石の金沢にて慶応三年創業の「浅田屋」が「日本橋浅

田屋」
として料亭の味わいをそのままに再現しご提供いたします。

施設の特徴

・部屋数 264

・客室単価 1万円

アクセス

・東京メトロ銀座線・半蔵門線
「三越前」
駅直結

・JR総武線快速
「新日本橋」
駅 より地下直結
（1・3出口）
・〒 103-0022
ラウンジ

ゲストルーム

東京都中央区日本橋室町 3-4-4

・状況により、営業時間・営業内容は、事前告知なく変更する場合がございますので
予めご了承ください。
ご不明な点は、ホテルへお問合せください。

・写真はイメージです

Contact:

03-3270-1131

nihonbashi_front@gardenhotels.co.jp

朝食

大浴場

公式サイト
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宿泊施設

K5

ロイヤルパークホテル

HAMACHO HOTEL

大正時代の重厚な建築物をリノベーションした、デザイン／ブ

日本橋エリア最多の 400 超の部屋数を誇り、大小 11 の宴会場を有

洗練された空間でありながら、下町情緒を感じられるデザインホ

する大型ホテル。より快適さを追求したエグゼクティブフロアは、

テル。MICE 各施設に近距離で、都心中心部に位置し、良心的な価

います。地下には、NY 発のクラフトビール「Brooklyn Brewery」

います。

載です。

ベントスペースとして相談可能。

備が揃い、専属スタッフがサポートします。

ティックホテル。天井高 5m という爽快なスケールのスイートルー
ムをはじめ、バラエティに富んだレイアウトの客室で構成されて

の世界で初めてのフラッグシップ店「B( ビー )」が展開。120 席のイ

・部屋数 20 / 客室単価 2～15万円

Contact:

ブルーノート・ジャパン直営のダイニングバーでは、ライブが開

・部屋数 419 / 客室単価 3～32万円

・部屋数 170 / 客室単価 1～12万円

sales@rph.co.jp

催されたり、近隣住民が集ったりと、出張のひと時を彩ります。

アクセス：東京都中央区日本橋浜町 3-20-2

Contact:
公式サイト

格、そして清潔・快適、とビジネストラベラーに嬉しい要素が満

1,000 ㎡の大宴会場「ロイヤルホール」は、国際会議に対応する設

アクセス：東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1

アクセス：東京都中央区日本橋兜町 3-5

reservations@k5-tokyo.com

最上階の専用ラウンジや、スイートを含む 205 部屋で構成されて

Contact:
公式サイト

info@hamachohotel.jp

公式サイト
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グループダイニング（2～20人）

会食・懇親会向けのエクスクルーシブな会場
和洋中のコース料理をお愉しみください

ラペ

日本の季節感を巧みに表現したフランス料理店。和と洋を融合させ

広東料理「センス」

（マンダリン オリエンタル 東京）

てん茂

選び抜いた国産食材で調理する本格的な広東料理店。パノラミック

130 年継承しつづけた胡麻油で揚げる江戸前天ぷらの老舗店。四季

シュラン1つ星獲得。

コース料理は一人ずつのお皿で提供されるので、フォーマルな集ま

りにもおすすめです。

です。会食や懇親会に相応しいコース料理で、本物の天ぷらをご堪

個室：1
（半個室 8 名）
貸切：可能
（20 名）
単価：昼 12,000円、夜 25,000円

個室：2 室
（各 8 名） 連結利用可能
貸切：応相談

個室：1室
（2～8名の人数に合わせて調整可）
貸切：可能
（17 名）
単価：昼：9,000円、夜：15,000円

たコース料理は、特別なビジネスシーンにも最適。ワインのペアリ

ングと共に、極上のひとときをお過ごしください。2018 年よりミ

※貸切の場合は昼だと25 万円以上、
夜だと45 万円以上

時間：11時半～ 14 時半
（L.O.12時半）
、
18時～22時
（L.O.19時）

定休：木曜日
（不定期で月2回休み有り）
住所：東京都中央区日本橋室町 1-9-4 B1F
電話：050-3196-2390

な眺望を一望できるロケーションでコース料理が堪能できます。

単価：ランチ 10,000円、ディナー 25,000円

時間：平日 11時半～ 15時
（L.O.14 時 30 分）
、
17 時半～ 23時
（L.O.22時）
土日祝 11時半～16時
（L.O.15時半）
、
17 時半～ 23時
（L.O.22時）
※営業時間は変動の可能性があるた
め店舗までお問合せください

定休：無

住所：東京都中央区日本橋室町 2-1-1
マンダリン オリエンタル 東京 37F
電話：0120-806-823 (レストラン総合予約）

折々の食材、とりわけ、夏の
「鮑」
、秋の
「栗の渋皮揚げ」
は格別の味

能ください。

時間：平日 12 ～ 14、17 ～ 20時
土曜 12 ～ 14、17 ～ 19時

定休：日曜日、祝日
住所：東京都中央区日本橋本町 4-1-3

電話：03-3241-7035
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スポット／グループダイニング（20～90人）

料理を楽しみながらも親睦を深めたいときにオススメ
懐石やフレンチ、焼肉etc

日本橋ゆかり

伝統に根ざしながらも常に革新を続ける、老舗

ポンドール・イノ

る圧巻のパフォーマンスが楽しめます。落ち着い

いた料理が堪能できます。カジュアルな雰囲気

です。

ンでご利用いただけます。

に最適です。

個室：1 室
（カウンター 8 席）
貸切：可能
（20 名～）
単価：ランチ 8,000円、ディナー 15,000円

個室：無
貸切：可能
（20 名～）
単価：ランチ 2,000円、ディナー 7,000円

個室：5 室
（4 名４室、8 名1 室）
貸切：可能
（90 名）
単価：ランチ 1,500円、ディナー 10,000円

できます。昼の会食から、夜の宴会まで、幅広い

た隠れ家のような空間は、少人数の会食に最適

個室：4 室
（8 名2 室、6 名2 室）
、大広間1
（35 名）
貸切：可能
（20 名～35 名）
単価：ランチ 3,500円、ディナー 15,000円
時間：月～土 11時 30 分～ 14 時
（L.O.13:30）
、
17時 30 分～ 22時
（L.O.21:30）
定休：日曜日、祝日
住所：東京都中央区日本橋 3-2-14
電話：03-3271-3436

一頭や

三重の食材を活かした和風イタリアン。
「松坂

ンチ」
の名店。個室では、目の前で繰り広げられ

シーンでご利用いただけます。

東京焼肉

厳選された日本の食材で創り出す
「鉄板焼きフレ

懐石料理店。吟味された食材と伝統の技を盛り

込んだコース料理では、日本料理の真髄を堪能

三重テラス

時間：11時 30 分～ 15時
（L.O.14 時）
、
18 時～ 22時(L.O.21時）
定休：日曜日
住所：東京都中央区日本橋室町 2-4-3
YUITO日本橋室町野村ビル1F
電話：03-3276-0002

牛」
や
「伊勢海老」
など、高級食材をふんだんに用

のもと、打ち合わせから懇親会まで、幅広いシー

時間：11時～ 22時
定休：施設に準ずる
住所：東京都中央区日本橋室町 2-4-1
浮世小路千疋屋ビル YUITO ANNEX 1F
電話：03-5542-1030

銘柄牛一頭買いの老舗「平城苑」が手がける極上

焼肉店。
「松坂牛」や黒毛和牛の希少部位と、特
選ワインのマリアージュが堪能できます。高級感

溢れる店内や広々とした個室は、会食や懇親会

時間：平日 11時～ 15時 30 分、
17時～ 22時
（L.O.21時）
、
土日祝 11時～ 21時
（L.O.20時）
定休：施設に準ずる
住所：東京都中央区日本橋室町 3-2-1
コレド室町テラス 1F
電話：03-6225-2970
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グループダイニング（100人～）

打上げやパーティーを盛り上げる、
収容人数100人以上のレストランやバーラウンジ

XEX日本橋 The BAR

ロカンダミート＆イタリー

水戯庵ラウンジ

日本橋では貴重な迫力あるサウンドを楽しめる、イタリアンレスト

薪焼きグリルの肉料理が自慢のイタリア料理店。ジューシーな肉料

「水戯庵ラウンジ」
は、日本の文化を五感で感じながら、日本の美学

がでしょう。また、個室にはカラオケ完備。一気に親睦を深めるの

したおしゃれな店内での大人数のパーティーはもちろん、会食向け

である能舞台を眺めながら、旨い食事、季節のカクテルやお茶菓子

個室：1室
（10 名1室）
貸切：可能
（20 名～） ※席数 110 席

個室：2 室
（6 名1 室、10 名1 室、個室利用の際
は料飲代の15％頂戴しております）

ラン &Bar。会場を貸切って、音楽とお酒で過ごすパーティーはいか
に最適です。

単価：ランチ 3,000円 、ディナー 5,000円

時間：11時 30 分～ 22時
（L.O.21時 30 分）
定休：施設に準じる
住所：東京都中央区日本橋室町 2 丁目4-3
YUITO 日本橋室町野村ビル 4F
電話：03-3548-0065

理や手軽な小皿料理が、リーズナブルな価格で楽しめます。広々と

の個室も完備。

貸切：可能
（150 名）
※現在は立食 80 名、

着席 40 名まで
単価：ランチ 1,200円、ディナー 6,000円
時間：平日 11時半～ 14 時半
（L.O.14 時）

17時 30 分～ 23時
（L.O.21時半、
ドリンクL.O.22時半）
、
定休：土曜日、日曜日、祝日
（営業時間は変動
の可能性があるため店舗までお問合せ

ください）
住所：東京都中央区日本橋室町 3-4-4
三井ガーデンホテル日本橋プレミアB1F
電話：03-3548-0200

に酔いしれる、美術館内レストラン。日本を代表するアートピース
が振る舞われます。舞台上で能や狂言の鑑賞も可能。
個室：無
貸切：可能
（着席テーブル 40 名、立席 60 名）
単価：6,000円
（場所代別途）能鑑賞 50 万円～
※価格・内容については応相談
時間：10:00-19:00
（2021 年 3 月現在）

定休：不定休
（オフィシャルサイト参照）
住所：東京都中央区日本橋本町 1-3-9

電話：03-3548-8050

44

Chapter 3

グループダイニング（100人～）

打上げやパーティーを盛り上げる、
収容人数100人以上のレストランやバーラウンジ

ジ エア ビルディング

ビル一棟がアーティストレジデンスおよびイベント空間としてリノ
ベーションされ、ビル一棟丸ごと貸切、もしくは1フロアのみといっ

KINZA

創作和食と日本酒の希少銘柄が楽しめるジャパニーズレストラン。

開放的なテラス席でランチから終日営業しているので、打ち合せか

た、オーダーメイドなイベントが開催可能です。

ら気軽な飲み会、大人数のイベントまで幅広いシーンでご利用いた

個室：個室数 3 室
貸切：可能
（100 名）
単価：6,000円

個室：4 室
（6 名2 室、8 名2 室・連結可能）
貸切：可能
（100 名）
単価：昼 1,500円、夜 7,000円

時間：平日 11 ～ 23時 ※現在、貸切営業のみ
定休：
住所：東京都中央区日本橋本町 3-2-8
電話：03-6262-6476

だけます。

時間：11時～ 23時
（L.O.22時）
定休：施設に準ずる

住所：東京都中央区日本橋室町 2-1-1
三井二号館1階

電話：03-6262-7406
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1. パッケージプラン

日本橋では、複数のホール施設、屋外広場、そして大通りを
同時に利用でき、街全体をイベント会場に見立てたダイナ

ミックな大型イベントが実現する。

Contents

2. 施設リスト

コンベンション施設から、ユニークべニュー、ホテル、飲食

店までがコンパクトに集結。効率的なイベント開催と、快適

な滞在をサポートする。

Package Plan

3. ユニークエクスペリエンス
400 年前から文化都市として栄えた日本橋には、イベントの

スキマ時間に足を運びたい体験・スポットが目白押し。
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ユニークエクスペリエンス

日本橋エリア滞在中に楽しみたい
体験・スポット
（アート編）

アーティゾン美術館

凧の博物館

PARCEL

Roonee 247 ﬁne arts

三井記念美術館

日本銀行貨幣博物館

BAF Studio Tokyo

BnA_WALL

美術館巡り

日本橋駅周辺には美術館が多く、古典から現代

まで幅広いアートに触れることができます。特に
人気が高いのは、近代的な空間でアートを体感

日本銀行貨幣博物館

・東京メトロ 三越前駅
（B1出口）
より徒歩1 分
・東京都中央区日本橋本石町1-3-1
・電話：03-3277-3073
・定休：月曜日

三井記念美術館

・東京メトロ 三越前駅
（Ａ7出口）
より徒歩1 分

ギャラリー巡り

近年日本橋では、若手現代作家の作品を展示する

ギャラリーが増加中。おすすめは広い空間を生かし
てダイナミックな作品を展示する
「PARCEL」
、現代

できる
「アーティゾン美術館」
、東洋の優れた美

・東京都中央区日本橋室町 2-1-1 三井本館 7階
・電話：050-5541-8600
（ハローダイヤル）
・定休：月曜日

ア ー ト を 中 心 に 多 様 な 作 家 を 紹 介 す る「BAF

や偽造防止技術について学べる
「貨幣博物館」
な

・東京メトロ 三越前駅
（B6出口）
より徒歩1 分

を超えた作品とブックが魅力の「Roonee 247 Fine

術品を収蔵する
「三井記念美術館」
、お金の歴史

ど。その他、世界各国の凧約 3000 点を展示する

「凧の博物館」
など少しマニアックな博物館もあ

り、様々な角度から日本の文化・芸術を楽しむこ
とができます。どちらも日本橋駅から徒歩圏内に

あるので、街を散策しながら美術館を巡るのも
おすすめ。

凧の博物館

・東京都中央区日本橋室町 1-8-3 室町
NSビル 2階
・電話：03-3275-2704
・定休：日祝日

アーティゾン美術館

・東京メトロ 日本橋駅
（B1出口）
より徒歩 5 分
・東京都中央区京橋 1-7-2
・電話：050-5541-8600
（ハローダイヤル）
・定休：月曜日、
（祝日の場合は開館、翌平日
は振替休日）
、展示替え期間、年末年始

STUDIO TOKYO」
、写真、絵画、陶芸などジャンル

arts」はアート好きはもとより、仕事帰りに寄る、

日本橋のサードプレイスとしても機能している。客

室をアーティストと一緒に制作していく異色のホテ

ル「BnA_WALL」で は、宿 泊 者 以 外 も 利 用 可 能 な

バー・ラウンジで若手作家の作品を楽しむことも可
能です。独創性溢れる現代アートの世界に浸りなが

ら、新しい驚きや発見を楽しんでみませんか。

PARCEL

・JR 総武線 馬喰町駅
（C4出口）
すぐ
・東京都中央区日本橋馬喰町 2-2-1 DDD 1F
・電話：03-3668-0840

・定休：月火祝日
（展覧会準備期間も定休）

BnA_WALL

・東京メトロ 小伝馬町駅
（3 番出口）
より徒歩 4 分
・東京都中央区日本橋大伝馬町 1-1
・電話：03-5962-3958
・定休：年中無休

BAF Studio Tokyo

・都営新宿線 馬喰横山駅 (A1出口)より徒歩 2 分
・東京都中央区日本橋横山町 6-14 日本橋

DMビル 4F
・電話：03-6230-9864
・定休：日月祝日

Roonee 247 ﬁne arts

・JR 総武線 馬喰町駅
（2 番出口）
より徒歩 3 分
・東京都中央区日本橋小伝馬町 17-9
さとうビル 4F
・電話：03-6661-2276
・定休：月曜日
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Chapter 3

ユニークエクスペリエンス

日本橋エリア滞在中に楽しみたい
体験・スポット
（歴史・文化編）

日本橋三越本店 本館

三井本館

日本銀行本店 本館（写真提供：日本銀行）

名建築巡り

江戸時代より、日本経済の中心地として発展してき

日本銀行本店 本館

た日本橋には、国の重要文化財に指定される見事な

・東京メトロ三越前駅
（B1出口）
より徒歩 5 分
・東京都中央区日本橋本石町 2-1-1

年を超え、今もなお当時の繁栄を垣間見る名建築と

・定休：土日祝休、年末年始

西洋建築が点在しています。そのほとんどが築 100

して人気を集めています。代表例は、日本人建築家
による最初の国家的近代建築である
「日本銀行本店

本館（事前予約で見学可能）
」
、館内に高さ約11mの

荘厳な天女像がそびえ立つ
「日本橋三越本店」
、そし

て3階部分まで突き抜けたコリント式列柱が目を引

く
「三井本館」
など。すべて日本橋エリアの中心地に
位置し、外観だけでも十分楽しめるので、少し時間

ができたときに足を運ぶには最適です。

椙森
（すぎのもり）
神社

・電話：03-3277-2815

日本橋三越本店

本館

・東京メトロ三越前駅より徒歩1 分
・東京都中央区日本橋室町 1-4-1
・電話：03-3241-3311
・定休：不定休

三井本館

・東京メトロ三越前駅
（Ａ7出口）
すぐ
・東京都中央区日本橋室町 2-1-1
・定休：年中無休

福徳神社

小網神社

神社巡り

江戸時代に城下町として栄えた日本橋には神社

が多く、街を散歩しながらの神社巡りが魅力で

す。三越駅から徒歩1 分の場所にある
「福徳神社」
から、強運のパワースポットとして有名な
「小網

神社」を経由して、商売繁盛の神様が祀られる

「椙森神社」
までは、徒歩 20 分。近代的なビルの
合間に歴史ある神社があるという、日本橋ならで

はのランドスケープが見どころです。参拝の際に

「御朱印帳」を持参すると、各神社オリジナルの
墨書きや判子を参拝の証としていただくことが

できます。

小網神社

・東京メトロ人形町駅
（Ａ2出口）
より徒歩 5 分

・東京都中央区日本橋小網町 16-23
・電話：03-3668-1080
・定休：年中無休

椙森（すぎのもり）神社

・東京メトロ人形町駅
（Ａ5出口）
より徒歩 5 分
・東京都中央区日本橋堀留町 1-10-2
・電話：03-3661-5462
・定休：年中無休

福徳神社

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩1 分
・東京都中央区日本橋室町 2-4-14
・電話：03-3276-3550
・定休：年中無休
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Chapter 3

ユニークエクスペリエンス

日本橋エリア滞在中に楽しみたい
体験・スポット
（科学・伝統工芸編）

(c) SPart Co.,Ltd.

薬の街の歴史を学ぶ

(c) SPart Co.,Ltd.

和紙づくり体験

(c) SPart Co.,Ltd.

江戸切子づくり体験

日本橋は江戸時代から薬種問屋が軒を連ね、現在も多くの製薬会社

三越駅近くの
「小津和紙」
は、全国の手漉き和紙の他、多種多様な和

日本橋は
「江戸切子」
発祥の地でもあります。国際的に高い評価を受

歴史や仕組みについてゲーム感覚で学ぶことができる体験型ミュー

紙作り体験も行っており、伝統的な製法でオリジナルの和紙を作る

を体験できます
（英語対応可）
。また、非日常的な創作活動に集中す

が集まる
「薬の街」
。三越前駅近くの
「くすりミュージアム」
は、薬の

ジアム
（英語ガイド完備）
。約1時間で展示コーナーを巡り、“くすり

ともっと仲良くなれる”体験を。
（現在、完全予約制）

Daiichi Sankyo くすりミュージアム

・東京メトロ三越前駅
（Ａ10出口）
より徒歩 2 分
・東京都中央区日本橋本町 3-5-1
・電話：03-6225-1133
・定休：月曜日・年末年始

紙小物を取り揃える、1653 年創業の老舗和紙専門店。事前予約で和

ことができます。モノづくりに触れる時間は、忘れられない思い出
になるはずです。

小津和紙

手漉き和紙体験工房

・東京メトロ三越前駅
（Ａ5出口）
より徒歩 7 分
・東京都中央区日本橋本町 3-6-2 小津本館ビル
・電話：03-3662-1184
・定休：日曜日・年末年始

ける江戸切子の専門店
「華硝」
の工房では、事前予約で江戸切子作り
ることで、リラックス効果を求める
「デジタルデトックスプログラ
ム」
も実施。ここでしか味わえない貴重な体験です。

江戸切子の店 華硝

・東京メトロ三越前駅
（Ａ6出口）
より徒歩 6 分
・東京都中央区日本橋本町 3-6-5
・電話：03-6661-2781
・定休：月曜日
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Chapter 3

ユニークエクスペリエンス

日本橋エリア滞在中に楽しみたい
体験・スポット
（エンタメ・アクティビティ編）

リムジンボート

舟遊びみづは

舟遊び

芝居・歌手公演

日本橋観光の定番は、日本橋のたもとから発着する
「日本橋周遊ク

芝居や歌手公演、時代劇など多彩な舞台公演を楽しみたいなら、日

楽しむこともできます。船の多彩なデザインも人気の秘密。クルー

日本の伝統的な演芸である
「落語」
「歌舞伎」
もお楽しみいただけます。

かってください。

さい。

ルーズ」
。東京の街並みや名橋を巡るのはもちろん、東京湾の夜景を

ズ船は少人数で貸切可能。事前に予約した上で日本橋船着場に向
日本橋船着場

・東京メトロ三越前駅
（B6出口）
より徒歩 2 分

リムジンボート

・電話：03-6666-8414
・定休：毎月第二水曜日

舟遊びみづは

・電話：070-6476-9827
・定休：不定休

本橋からアクセスのいい「明治座」がおすすめです。日によっては、

演目は公式サイトでご確認の上、チケットは早めにお買い求めくだ

明治座

・東京メトロ浜町駅
（A2出口）
すぐ
・東京都中央区日本橋浜町 2-31-1
・電話：03-3660-3939
（10:00 ～ 17:00）
・定休：不定休
（公演による）
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Chapter 3

ユニークエクスペリエンス

日本橋周辺および東京近郊で人気の体験・スポット
徒歩で、電車で、直ぐに訪問可能

三菱一号館美術館

皇居

東京駅～皇居散策

東京駅を挟んで日本橋の反対側にある丸の内エリア

国技館

丸の内仲通り

皇居

東東京巡り

東京の東側は開発が盛んで、街の新旧両方の魅

も散策ポイントは多め。
「皇居」
は天皇陛下のお住ま

・東京メトロ大手町駅
（C1・3a出口）
より徒歩 5 分

力を楽しむことができます。おすすめは、東京の

開しています。また、約 40 種のバラが植えられた

・定休：年中無休

ン」
、大相撲が開催される
「国技館」
、近未来的な

いであり、外苑や江戸城跡など一部の施設を一般公

「一号館広場」
が併設する
「三菱一号館美術館」
や、歩

道に現代作家の彫刻が常設してある
「丸の内仲通り」

では、街を散策しながらアートを楽しむことができ

ます。

・東京都千代田区千代田1-1

三菱一号館美術館

・JR 東京駅
（丸の内南口）
より徒歩 5 分
・東京都千代田区丸の内2-6-2
・電話：050-5541-8600
（ハローダイヤル）

・定休：毎週月曜
（祝日・振替休日・展覧会
会期中最終週の場合は開館）
年末、元旦、展示替え期間
※臨時の開館・休館の場合あり

チームラボプラネッツ

東京スカイツリータウン🄬

新ランドマークである「東京スカイツリータウ

デジタルアートが体感できる「チームラボプラ
ネッツ」
など。日本橋からアクセスがよく、電車
やタクシーで気軽に行けるのも魅力です。

東京スカイツリータウン🄬

・東京メトロ押上
（スカイツリー前）
駅
（Ａ2・B3出口）
すぐ

・東京都墨田区押上1-1-2
・定休：年中無休

国技館

・JR 両国駅
（西口）
より徒歩 2 分
・東京都墨田区横綱1-3-28
・電話：03-3623-5111
・定休：土日祝日

チームラボプラネッツ
TOKYO DMM.com

・ゆりかもめ新豊洲駅すぐ
・東京都江東区豊洲6-1-16
・電話：03-6670-3911
（DMMサポートセンター）
・定休：不定休
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Chapter 3

ユニークエクスペリエンス

日本橋周辺および東京近郊で人気の体験・スポット
徒歩で、電車で、直ぐに訪問可能

高尾山

高尾山 ケーブルカー

高尾山BBQマウント

高尾山登山

ミシュラン三ツ星に認定された、東京の山「高尾

高尾山 ケーブルカー

山」
。都心からアクセスがよく、ケーブルカーもあ

・京王線高尾山口駅より徒歩 5 分
・東京都八王子市高尾町 2205

では軽食やBBQの他、6 月～10 月限定でビアガー

・定休：年中無休

るので気軽に登山を楽しむことができます。展望台
デンも開催されます。東京の緑を快適に楽しみなが

ら、澄んだ空気の中でリフレッシュしませんか。天
気のいい日は富士山が見えるかも。

・電話：042-661-4151

高尾山BBQマウント / 高尾山ビアマウント

・ケーブルカー高尾山駅すぐ

・八王子市高尾町 2181
・電話：042-665-8010
・定休：年中無休
（荒天時を除く）

QR
高尾山BBQマウント

高尾山ビアマウント
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Chapter 3

ユニークエクスペリエンス

東京近郊（片道60～90分）で楽しめる体験・スポット
日帰りツアーに最適です

柏の葉スマートセンター

街のすこやかステーション

KOIL

自動運転バス

柏の葉 スマートシティツアー

日本橋から1時間程の所にある
「柏の葉スマートシ
ティ」は、環境・創造・健康をテーマとした、課題

解決の街づくりを推進しており、都市の未来を体感

できます。街を巡るツアー
（要予約）
では、街全体の

エネルギー管理を一手に担う
「スマートセンター」
、

より創造的なビジネスのためのコワーキングスペー

スマートシティツアー

・つくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅
より徒歩 2 分
・千葉県柏市若柴178-4
ホテル＆レジデンス棟 2F
・電話：04-7133-4650
・定休：年中無休

JAXA：筑波宇宙センター

産総研：サイエンス・スクエア つくば

つくば サイエンスツアー

50 箇所の研究教育機関が見学可能な、サイエン

ス都市「つくば」
は、日本橋から1時間半の立地。
例えば、JAXA が運営する
「筑波宇宙センター」で

は、全長 50mのロケット実機を見学したり、宇
宙食を購入することもできます。そのほか、最先

端のロボット技術に触れられる
「サイバーダイン

ス
「KOIL」
、予防医学を基本としたライフスタイルを

スタジオ」
、農林水産業のために開発された技術

や、自動運転バスの試乗を行っています。世界の未

ンス・宇宙領域の研究機関が充実しています。

促進する
「街のすこやかステーション」などの見学

来を具現化したこの街へ、最先端のライフスタイル

を体感しに行ってみませんか。

を展示する
「食と農の科学館」
など、ライフサイエ

食と農の科学館

サイバーダインスタジオ

つくばサイエンスツアーオフィス

・つくばエクスプレス つくば駅より徒歩10 分

・茨城県つくば市竹園2-20-3
・電話：029-863-6868
・定休：不定休
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Chapter 3

グレーター日本橋Map

日本橋駅・三越前駅の徒歩5分圏内に、
MICEに必要な施設がコンパクトに集積

Nihonbashi Factsheet

Nihonbashi MICE Planner’s Guide

Chapter 4
日本橋MICE PLANNER’S GUIDE

日本橋ファクトシート
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Chapter 4

Access

国内外の交通網
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Chapter 4

Event Calendar

日本橋および東京の注目イベント
（ビジネス・学術からアート・エンタメまで）
8月

日本橋

・日経SDGsフォーラム ※2020年実績
・メドテック・イノベーションシンポジウム＆ピッチ

10月

AI/SUM&TRAN/SUM with CEATEC2020
※2020年実績

東京

ビジネス／学術

11月

BG2C FIN/SUM BB
※2020年実績

12月

・SPACETIDE YEAR-END
・HealthTech/SUM ※2020年実績

9月 or 10月

2月

3月

CP+ ※横浜

日本橋

1月

大学箱根駅伝

・Bio Japan ※横浜
・CEATEC ※千葉
・東京モーターショー ※隔年

7月～9月
4月

・日本酒利き歩き
・東京アートアンティーク

ECO EDO 日本橋

11月～12月
10月

日本橋・京橋祭り

7月

日本橋橋洗い

日本橋イルミネーション

11月

・宙フェス
・ぐるり展

8月

東京

アート／エンタメ

日本橋 桜フェスティバル

ad:tech tokyo

10月

FOODEX JAPAN ※千葉

3月～4月

11月

東京ゲームショウ

3月

東京マラソン

5月

神田祭

・高円寺阿波踊り
・浅草サンバカーニバル

7月

隅田川花火大会

10月

・Tokyo Midtown DESIGN TOUCH
・東京国際映画祭
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Chapter 4

Excursion Plan

日本橋からの1泊2日の京都お出かけ

13:00

美術館巡り

18:00

夕食 （和食）
21:00

宿泊（町屋ゲストハウス）
8:00

朝食 （パン）
10:00

寺社仏閣巡り

歴史ある美術館が多く集まる京都。重要文化財を展示する京都

市国立博物館や、近代美術が魅力の京セラ美術館、30 万点の

マンガが貯蔵される京都国際マンガミュージアムなどで、幅広

いアートに触れることができます。

京都は名立たる料亭や和食店が集まるグルメな街。和食の真髄

を体現できる懐石料理や、京都の家庭料理が味わえるおばんざ

い、だしの旨味が堪能できる関西うどんなど、京都ならではの
雅やかな食文化が楽しめます。

京都滞在のトレンドといえば、伝統的な古町家に宿泊できる

「町屋ゲストハウス」
。京都の街で暮らすような、アットホーム

なおもてなしが楽しめます。京都市内各所にあり、観光地から
のアクセスの良さも魅力のひとつです。

京都は日本の喫茶文化発祥の地でもあります。こだわりのパン

とコーヒーがセットになった
「モーニング」
は、定番の朝食のひ

とつ。四条烏丸には老舗喫茶店も多く、レトロな雰囲気の中で
上質なひとときが楽しめます。

京都観光の醍醐味といえば、寺社仏閣巡り。内外が金箔で覆わ

れた金閣寺、禅の世界観を表した龍安寺の石庭、最高峰の名園

と称される桂離宮
（要予約）
などで、日本文化の美しさに触れて
みてはいかがでしょうか。

Support

Nihonbashi MICE Planner’s Guide

Chapter 5
日本橋MICE PLANNER’S GUIDE

日本橋でイベントをする際の
各種サポート
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Chapter 5

Partner‘s List

パートナー企業一覧
コンベンション企画運営全般
企業名

部署名

株式会社アイ・エス・エス

営業統括部コンベンショングループ

株式会社インターグループ

コンベンション事業部

International Conference
Services (ICS)

担当者名

電話番号

mail

URL

03-6369-9995

ask_conference@issjp.com

https://www.issjp.com/

篠原 剛

03-5549-6909

convention-tky@intergroup.co.jp

https://www.intergroup.co.jp/

池園 仁

090-1725-9071

tokyo@icsevents.com

www.ICSEvents.com/japan

03-3510-3701

tokyo-inq@congre.co.jp

http://www.congre.com/

株式会社コングレ

コンベンション事業本部

サクラインターナショナル株式会社

Business Development &
Marketing 本部

齋藤 州史

03-5646-1160

bdd@sakurain.co.jp

www.sakurain.co.jp

株式会社ドゥ・コンベンション

営業部

倉内 大輔

03-5289-7717

gakkai@doc-japan.com

http://www.doc-japan.com/

日本コンベンションサービス
株式会社

国際事業部

03-3508-1202

info-kokusai@convention.co.jp

https://www.convention.co.jp/

株式会社日本旅行

訪日旅行営業部

03-6895-8344

itd_mice@nta.co.jp

http://www.nta.co.jp/houjin/

株式会社プライム
インターナショナル

コンベンション事業部

コンベンション部

03-6277-0117

info@prime-intl.co.jp

http://www.prime-intl.co.jp/

株式会社プランドゥ・ジャパン

法人営業部

山岸 浩史

03-5470-4401

hirofumi_yamagishi@nta.co.jp

http://www.plando.co.jp/

株式会社 JTB コミュニケーション
デザイン（国際会議向け）

事業共創部
コンベンション第一事業局

03-5657-0609

convention_inquiry@jtbcom.co.jp

https://www.jtbcom.co.jp/

03-5657-0611

jcdmc@jtbcom.co.jp

https://www.jtbcom.co.jp/

株式会社 JTB コミュニケーション
デザイン（企業イベント向け）

コーポレートソリューション部
プロデュース局
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Partner‘s List

パートナー企業一覧
宿泊・旅行・輸送手配
企業名

各種プログラム企画

株式会社 KNT-CT
グローバルトラベル

部署名

担当者名

電話番号

mail

URL

グローバル第２営業支店

平塚 守道

03-6891-9200

dmcjapan@or.knt.co.jp

https://www.dmcjapan-knt.com/

株式会社ジャパングレーライン

国際部

小西 幸江

03-5275-6524

konishiy@jgl.co.jp

https://www.jgl.co.jp/

東日観光株式会社

国際旅行事業部

阿部 員子

03-6374-4380

abe_kazuko@tonichi.co.jp

http://www.japan-coachman.com

企業名

部署名

担当者名

電話番号

mail

URL

株式会社シティキャブ

海外営業部

鈴木 翔太

03-6638-8354

access@citycab-taxi.com

http://citycab-taxi.com/

日の丸交通株式会社

トラベル事業部

03-3811-1157

kanko@hinomaru.tokyo

https://hinomaru.tokyo/?locale=ja

日の丸自動車興業株式会社

都市観光部

猪瀬 絢子

03-6845-0080

info@skybus.jp

https://www.skybus.jp/

株式会社キャブステーション

チャーター・バス＆
リムジン・ジャパン

金井 康利

03-6880-1069

info@charterbus-limousine.com

https://www.cab-station.com/

国際自動車株式会社

km グループ推進部

久保 穂多瑠

03-6277-8788

sales-section@km-group.jp

https://www.tokyodrive.jp/

各種輸送手配

営業課
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Partner‘s List

パートナー企業一覧
各種イベント・プログラム企画
企業名

部署名

株式会社イベントサービス

MICE 事業部

株式会社 xpd
（【旧】株式会社ゼオ）
株式会社ジャパングレーライン

担当者名

電話番号

mail

URL

03-3522-7511

es@eventservices.co.jp

http://www.eventservices.co.jp/

ゼオ事業部

相田 航平

03-5467-8911

aida.kohei@xpd-inc.co.jp

https://zeo.xpd-inc.co.jp/

インセンティブ事業部

溝口 耕佑

03-5275-6515

incentive@jgl.co.jp

https://www.jgl.co.jp/

アトラクション・体験プログラム提供
企業名

部署名

担当者名

電話番号

mail

URL

ジャパニーズ カルチャー ビジット

代表

生山 厚子

03-5450-3969

info@japanese-culture-visit.com

http://www.japanese-culture-visit.com/

一般財団法人ドリーム夜さ来い祭り
グローバル振興財団

事務局

糸川 研也

03-5796-2550

info@dreamyosacoy.jp

http://www.dreamyosacoy.jp/

電話番号

mail

URL

03-5796-5442

mice_cd@gmt.jtb.jp

https://www.jtbgmt.com/jp/mice/

コンベンション関連宿泊旅行業務全般
企業名

株式会社ＪＴＢグローバル
マーケティング＆トラベル

部署名

イベント・コンベンション営業部
国際会議課

担当者名
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Partner‘s List

パートナー企業一覧
機材手配
企業名

部署名

株式会社放送サービスセンター

営業本部

株式会社サイマル・テクニカル
コミュニケーションズ

担当者名
第 2 営業部

電話番号

mail

URL

03-3846-5511

support@hoso.co.jp

https://www.hoso.co.jp/

技術営業課

尾形 成延

03-3544-3960

ogata@simul.co.jp

https://www.simul.co.jp/service/equipment

経営企画部

市川 雅士

03-5524-5018

cf_contact@cinefocus.co.jp

https://www.cinefocus.co.jp/

部署名

担当者名

電話番号

mail

URL

株式会社サイマル・
インターナショナル

営業・マーケティンググループ

湯村 俊則

03-5366-0253

yunomura@alvis.co.jp

https://www.alvis.co.jp/

営業部

田中 克之

03-3524-3131

saleshq@simul.co.jp

http://www.simul.co.jp/

株式会社ＴＥＩ

第 2 事業部

鈴木 進

03-5765-4814

ing@t-e-i.co.jp

https://www.t-e-i.co.jp/

株式会社日本翻訳センター

営業企画部

前原 豊志

03-3291-0655

honyaku2@jtc.co.jp

https://www.jtc.co.jp/

株式会社シネ・フォーカス

通訳・翻訳
企業名

要員派遣

株式会社アルビス

Convention Bureau

東京のコンベンションビューロー

東京観光財団
（TCVB）
では、国際会議、企業系会議、報奨旅行等の誘致から開催までの積極的な支援サービスを展

開しています。

合わせて、ビジネスイベントの誘致・開催を促進するため、受入側の環境整備支援事業も展開しています。都内の
会議施設、ホテルやユニークベニューのご紹介を始め、印象的なビジネスイベントを演出する各種プログラムやア

トラクションのご相談、国際会議誘致から開催までの手続き等、お気軽にお問い合せください。

https://businesseventstokyo.org/ja/
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お問い合わせ窓口

日本橋エリア一帯のMICE事業の
推進役「日本橋室町エリアマネジメント」
About US

当法人は、日本橋室町地域及びその他の周辺地域において、日本橋らしい景観を維持しながら、江戸桜通

り地下歩道をはじめとした公共空間等を活用して賑わいに資する機会の創出・支援に関する事業を行うこ

とによって世界からも注目される街を目指し、日本橋室町地域ひいては東京の活性化に寄与することを目
的とします。

その過程においては、野村不動産、マンダリンオリエンタル東京、そして三井不動産等が推進役となりな
がら、地域の企業・商店・団体と連携してまいります。

名称

一般社団法人日本橋室町エリアマネジメント

設立日

2014 年10 月9日

所在地

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町 3-3-9

事業内容

広告事業：賑わいを創出する広告媒体の管理及び、広告内容の審査の実施。
イベント事業：賑わいに資するイベント等を企画

