
住所　〒          
                都道
                府県

電話番号（携帯可）

日本橋にあるアンテナショップをめぐって特産品を当てよう♪
応募方法 :開催期間中に、全てのアンテナショップ(計7 個)のスタンプを集めて、応募用紙を
　　　　　　　　　切り取り各館に設置された応募箱に投函してください。
当選発表 :厳正な抽選の上、当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
注意事項 : 賞品を選ぶ事はできません、ご了承ください。
　　　　　　　　　記入欄に不備がある場合、応募が無効になる事がございます。
　　　　　　　　　お申込みはお一人様、1回までとさせていただきます。
　　　　　　　　　お預かりしたお客様の個人情報は、各店舗で適切に管理し、抽選 ・賞品の発送
　　　　　　　　　以外には使用いたしません。

スタンプを 7 個集めて、豪華賞品を GET！
当選した皆様へ、各アンテナショップ選りすぐりの賞品をお贈りします。※賞品の選択は出来ません。
　 　 1 等賞︓7 県の特産品詰合せ（14,000 円相当）    7 名様
　  2 等賞︓7 県の特産品詰合せ（7,000 円相当）　   7 名様
　  3 等賞︓各県特産品           （1,000 円相当）　　 14 名様

スタンプラリー台紙 :切り取り線の部分を切り取り、各館に備え付けの応募箱へ投函してください。
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日本橋めぐり

アンテナショップ
スタンプラリー

日本橋で　県を巡って
「初福」を招こう！

実施期間︓令和 2年    月    日      ～ 　月　   日　　

応募締切 :   月　   日　　
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1. 日本橋ふくしま館　　　　　
全国に誇る日本酒や果物、工芸品などの特産品の魅力をはじめ、
季節ごとの観光情報、食の安全を確保する取り組みなど、復興に
向かう 「ふくしまの今」 を発信しています。 また、市町村や各種
団体などによる多彩なイベントも随時開催しております。

住所 :〒103-0022  
東京都中央区日本橋室町 4-3-16
柳屋太洋ビル1階
電話 :03-6262-3977
営業時間 : 平日   10:30~20:00　
               土日祝 11:00~18:00
休日 : 年末年始
HP:http://midette.com

5. 日本橋とやま館
ショップフロアではかまぼこや日替わりで入荷するます寿しなどのほか、
伝統工芸品も販売。
和食レストランでは富山から直送されるブリ、紅ズワイガニ、ホタル
イカなど旬の食材をご堪能いただけます。
バーラウンジでは富山の地酒の飲み比べも楽しめます。

住所 :〒103-0022 
東京都中央区日本橋室町 1-2-6
日本橋大栄ビル1階
電話 :03-6262-2723
営業時間 : ショップ : 10:30~19:30
      和食レストラン : 11:30~14:30
      17:00~22:30（日 ・ 祝 ~21:00）
    バーラウンジ : 11:00~21:00
休日︓年末年始、ビル施設点検日など
HP:https://toyamakan.jp/

滋賀の魅力を様々な角度からお伝えするイベントや、近江牛やふな
ずし、 近江の茶などの特産品、 連続テレビ小説 「スカーレット」
でおなじみの信楽焼などの伝統工芸品の販売をはじめ、33蔵
の地酒が飲み比べできる地酒バー、滋賀の食材をふんだんに使っ
たレストランなど、滋賀を全身で体感いただけます。

住所︓〒103-0027　
東京都中央区日本橋 2-7-1
電話︓03-6281-9871
営業時間︓
１階マーケット︓10:00~20:00
１階地酒バー︓10:00~22:00
２階レストラン︓11:30~14:30
　　　　　　　　　　17:00~22:00

休日︓年末年始
HP︓https://cocoshiga.jp

4. 奈良まほろば館
奈良特産の柿の葉寿司、奈良漬、葛菓子、地酒、伝統工芸品
などをはじめ、産地直送の大和野菜、社寺関連商品などを販売
しています。また、奈良に詳しいコンシェルジュによる観光案内、
僧侶や学芸員などによる講演 ・ 講座、ワークショップなどの開催も
行っています。

住所 :〒103-0022
東京都中央区日本橋室町 1-6-2　
日本橋室町 162 ビル 1階・2階
電話 :03-3516-3931
営業時間 :10:30~19:30
休日 : 年末年始
HP:http://www.mahoroba-kan.jp/

2. 三重テラス
松阪牛、伊勢うどん 、伊勢茶、生産量全国 1 位のあおさや
伝統工芸品など、こだわり抜いた約1,300品が勢ぞろいのショップ、
採れたて三重の旬の食材をご堪能いただけるレストラン。 
2階イベントスペースでは三重の食・文化・歴史などを体感できます。

住所 :〒103-0022
東京都中央区日本橋室町 2-4-1 
YUITO ANNEX 1階・2階
電話 :03-5542-1035
営業時間 : ショップ :10:00~20:00
イベント・観光案内 :10:00~20:00
レストラン             :11:00~23:00
休日 : 年末年始
HP:http://www.mieterrace.jp/

6. 日本橋 長崎館
県産品を豊富に扱い、 カ ステラだけでも十数種類の品揃え。
日替わりで食べ比べるのもおもしろい。 定番の 「ちゃんぽん」 や
話題の 「トルコライス」 など、 ご当地グルメ充実の軽食コーナー
も好評です。 イベントスペースでは、 市町の物産展や観光 PR
イベントなどを随時開催しています。

住所 :〒103-0027
東京都中央区日本橋二丁目１番３号
アーバンネット日本橋二丁目ビル１階
電話 : ショップ︓03-6262-5352
　　観光案内︓03-3241-1777
営業時間 :10:00~20:00
休日︓年末年始、 ビル施設点検日など
HP:https://www.nagasakikan.jp/　

3. にほんばし島根館
島根県の情報発信拠点 「にほんばし島根館」。 県産品を豊富に
とりそろえ、実演販売などの店内催事も開催しています。
また、島根の様々な情報をご提供する観光案内、ＵＩタ－ンに
関する定住相談も行っています。 お気軽にお立ち寄りください。 

住所︓〒103-0022
東京都中央区日本橋室町 1-5-3　
福島ビル 1 階
電話︓物販 :03-3548-9511
　　　   観光 :03-5201-3310
　　　   定住 :0120-60-2357
営業時間︓10:30~19:00
休日︓年末年始
HP︓http://www.shimanekan.jp

新春大江戸日本橋めぐりアンテナショップ MAP

5. 日本橋とやま館
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※土日祝の営業時間は施設によって異なります。
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7.ここ滋賀

令和 2 年 1 月 31 日（金）をもちまして閉館することとなりました。 新店舗は
令和 2 年春、東宝日比谷ビル 「日比谷シャンテ」 内にオープンを予定しています。


