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　中央区商店街連合会は創立70周年
を記念して、中央区の魅力を区内外
に発信し、集客の拡大と商業観光の
一層の発展に寄与することを目的に、
次の二つの事業を実施します。
スタンプラリー
中央区商店街めぐり
～中央区ぐるり探訪“体験”の旅～
　区内を６地域（銀座、日本橋・京
橋・八重洲、人形町・浜町・東日本
橋、築地・新富、月島・勝どき、茅
場町・八丁堀・湊）に分けて、各地
域２カ所ずつ12カ所または各地域１
カ所ずつ６カ所を周遊してスタンプ
を集め、区の魅力を再発見してくだ
さい。
参加方法
　中央区特別編集「るるぶ」を手に入
れ、区内を周遊し、設置場所に設け
ているスタンプを押印します。区内

12カ所に置かれたスタンプを集める
ことで、区の魅力の詰まった賞品が
当たる抽選に応募できます。
・ チャレンジコース
　（６地域を１カ所以上押印）
・ コンプリートコース
　（６地域を２カ所押印）
期　間
　10月３日（月）～11月13日（日）
賞品例
　中央区商店街ギフトセット
◎ 詳しくは、期間中に区役所などで

配布する「るるぶ」をご覧ください。
宝さがし
天下御免の謎富くじとひみつの宝
～宝を手に入れるのは誰だ！？～
賞品総額400万円
　区内を周遊しながら手がかりをヒ
ントに宝箱を見つけ、区の新しい魅
力に触れてください。

参加方法
　「宝の地図（参加冊子）」を手に入れ、
街中を散策し、隠された宝箱を探し
ます。謎を解いて宝箱を発見すると、
区の魅力の詰まった賞品が当たる抽
選に応募できます。
・抽選所の鍵コース
　 「抽選所の鍵」を手に入れるため、

五つの謎を解き、区内を周遊
・金の謎富くじコース
　 「金の謎富くじ」を手に入れるため、

四つの謎を解き、区内を周遊
・最後の挑戦コース
　 上記両方のコースをクリアされた

方が対象です。さらなる謎を解き
宝箱を発見することで、豪華賞品
の抽選に応募できます。
期　間
　10月３日（月）～11月30日（水）

賞品例
　中央区推奨土産品ギフトセット
◎ 詳しくは、期間中に区役所などで

配布する「宝の地図（参加冊子）」を
ご覧ください。
共　通
費　用
　無料
注意事項
・応募は１人１回限りです。
・ 抽選結果は当選者のみに通知し、

賞品をお届けします。
◎詳しくは茜をご覧ください。
逢運営事務局（ＪＴＢ東京中央支店）
　☎（５５３９）５２４６
茜観光商業まつりサイト
　 https://chuocity-
　tourismandmarket
　fair.jp/

中央区商店街連合会　創立70周年記念事業

第70回中央区観光商業まつり協賛行事など
名　称 日　程 会場など 内容など 問い合わせ先

第15回　EDO ART EXPO / 
第11回 東京都の児童・生徒に
よる“江戸”書道展

9月23日（祝）～
10月11日（火）

区内約30カ所の名店、文化・
観光施設など

詳しくは茜をご確認ください。
茜https://tokyochuonet.wixsite.com/edoartexpo

NPO法人 東京中央ネット 
☎（5859）5188

おもてなしフェア　
日本橋北詰 2022

10月1日（土）～
11月30日（水）

日本橋北詰地域 
（室町、本町、本石町）

日本橋北詰を散策しながら楽しめる「ぶらり謎歩き」や
商店会店舗で使えるお買物券が当たる「福徳くじ」を実
施。

日本橋北詰商店会事務局 
☎（6202）1221 
茜https://nihonbashi-kita.jp/

月島もんじゃ
秋のありがとうフェア

10月1日（土）～
9日（日）

月島もんじゃ振興会協同組合
事務所および各加盟店舗

期間中、加盟店でのご飲食2,000円につき抽選券を1
枚ご進呈。振興会事務所でガラガラ抽選会ができま
す！

月島もんじゃ振興会協同組合 
☎（3532）1990

日本橋二丁目通町会商店会 
オータムフェア2022

10月3日（月）～
11月13日（日）

日本橋二丁目中央通り周辺 日本橋二丁目通町会商店会の参加対象店舗で使えるお
買い物券を抽選でプレゼント

日本橋二丁目通町会商店会 
☎（3272）1448（平日午後3時～6時）

八重洲一丁目 感謝祭 八重洲一丁目さくら通り周辺 日頃の感謝の気持ちを込めて、八重洲で使えるお食事
＆お買物券をプレゼント

八重洲一丁目商店会・八重洲一丁目中商店会 
茜https://yaesu1.com/2022_cp39/
◎ホームページは9月29日（木）公開予定です。

第17回中央区内アンテナショ
ップスタンプラリー

10月7日（金）～
26日（水）各アンテナショップ

詳しくは茜をご確認ください。
茜https://www.city.chuo.lg.jp/bunka/shisetsu/
antenashop.html

中央区・アンテナショップ連携推進協議会 
☎（3546）5624

甘酒横丁ちょっと夜ふかし 10月8日（土） 甘酒横丁各店舗
甘酒横丁有志店舗による、ちょっと特別なメニューや
商品の販売、イベントなどを開催。スタンプラリーも
あります。

甘酒横丁商店会  
☎（3666）7662

トルナーレ日本橋浜町商店会
大抽選会2022 10月10日（祝） トルナーレ広場

スタンプラリーを集めるとトルナーレ商店会各店の素
敵な景品が当たる抽選に参加できます。トルナーレに
てお買い周りの上、ぜひご参加ください。

トルナーレ日本橋浜町商店会 
☎（5643）7910

築地 秋まつり 10月11日（火）～
23日（日）築地場外市場商店街

イチオシ商品の売り出し、3,000円のお買い物で参加
できる福引抽選会、市場橋公園でのビアガーデンを実
施。ビアガーデンではファミリー向けメニューもご用
意しております！

築地場外市場商店街振興組合 
☎（3541）9466

オータムギンザ 10月19日（水）～
11月3日（祝）銀座各エリア 詳しくは茜をご確認ください。

茜https://www.ginza.jp/
全銀座会催事委員会 
☎（3561）0919

日本橋恵比寿講べったら市
10月19日（水）・

20日（木）

宝田恵比寿神社周辺
べったら市、露店販売など

日本橋恵比寿講べったら市保存会 
☎090（4674）7071

椙森べったら市 椙森神社周辺 椙森べったら市保存会 
☎（3666）5666

富沢町商店街パフォーマンス
フェスティバル 10月23日（日） 久松小学校校庭

事前に参加申し込みをした地域の子どもたちが、ステ
ージ上にて歌、ダンス、漫才、コントなどのパフォー
マンスを披露します。

富沢町商店街 
茜https://tomizawaperfofes.net/fes2022/

築地おもしろ市場
秋のスクラッチ祭り

10月24日（月）～
11月8日（火）

築地ＫＹビル 
2階～地下1階

500円ごとのお買物・ご飲食でスクラッチカードを進
呈。その場で500円券が200名様に、100円券が4,000
名様に当たる！

築地共栄商業協同組合 
☎080（9432）3220（平日午前10時～午後5時）

やげん堀移動商店街 
縁日まつり

10月29日（土）・
30日（日）東日本橋不動院通り ワゴンセール、縁日など 東日本橋やげん堀商店会 

☎（3866）3706

浜町　移動商店街
10月30日（日）

浜町公園 抽選会・先着無料プレゼント配布・ゲームコーナー・
手作りコーナーなど

浜町商店街連合会 
☎（3666）5912

日八会秋のお江戸まつり 日本橋プラザビル南側広場 江戸文化の継承ステージと地元飲食店による販売など 日八会 
☎090（9131）7062

第16回にんぎょうちょうの
「人形市」

11月3日（祝）～
5日（土）人形町通り

全国各地から人形および関連商品を取り扱う店舗が集
い、展示販売します。今年はどんな人形に会えるのか
お楽しみに！

人形町商店街協同組合 
☎（3666）9064

月島　秋の大抽選会 11月3日（祝）～
13日（日）月島西仲通り 商店街でお食事またはお買物及び子ども縁日に参加で

素敵なプレゼントが当たります。
月島西仲共栄会商店街振興組合 
☎（3531）0076

人形町まつり
11月6日（日）

人形町通り
大好評の人形町くじを始め、フードあり子どもゲーム
あり、各団体の出し物も注目！親子で楽しめるフェ
ス！

人形町商店街協同組合青年部三水会 
☎（3666）9064

コロコロコロリンゲーム 甘酒横丁 
（人形町通り側） 手作りの装置内のボールをゴールまで運ぶゲーム 甘酒横丁商店会 

☎（3666）7662


