
44シェアル岩本町
しぇあるいわもとちょう

図書館のように静かな環境。受付・会議室・商談スペー
ス完備。神田・岩本町の老舗企業が運営する地域密着
型シェアオフィス。
１か月から利用可能。住所のみの利用もできます。

小伝馬町・神田

☎03-5809-3751（平日9：00～17：00） 運営（有）PM WATATO 
交東京メトロ日比谷線小伝馬町駅より徒歩3分、JR新日本橋駅より
徒歩5分、JR神田駅南口より徒歩6分、都営新宿線岩本町駅A5番
出口より徒歩5分  住岩本町1-2-13渡東ビル3F  �P72  
http://iw.sharel.jp/

☎03-3251-1556  
交地下鉄淡路町駅A3出口より徒歩2分  
時平日11:00～20:00、土祝11:00～
19:00  
休日  
住神田須田町1-13  �P72

43神田 まつや
かんだ まつや

明治創業の最高級手打ちそば
最高級の素材を使った手打ちそばで、明治17年創業
以来と変わらぬおもてなしを心がけております。とく
に、ごまそば（800円）は季節を問わず愛され続ける
おすすめの一品です。

淡路町 （そば・うどん）

45株式会社アップル
かぶしきがいしゃあっぷる

常に変化し続けるアパレル業界に対し、マネキン・ト
ルソ・DPツール等の開発・生産を行っております。

秋葉原

☎03-3251-6630  交JR秋葉原駅中央改札出口より徒歩5分  
時9:00～17:30  休土日祝  住神田須田町2-17-18  
�P72
http://www.apple-display.com/

☎03-5209-8831（受付時間10：00～
17：00）  
交JR御茶ノ水駅聖橋出口より徒歩5分、
神田明神参道横  
時完全予約制（4日前まで）  
休不定休  
住外神田2-18-17-2F  �P72

42神田仏蘭西料理 聖橋亭
かんだふらんすりょうり ひじりばしてい

完全予約制の隠れ家レストラン
小さな隠れ家のお店です。伝統の中に斬新さを秘めた
料理を、家庭的な雰囲気の中でお楽しみください。ラ
ンチ3,800円～、ディナー 5,800円～（サ･税別）

御茶ノ水（洋食）

※記事中の特典は、本誌持参の方に限りご利用になれます。ご来店時に店舗スタッフにご提示ください。
※さくら祭り期間中は、営業時間が一部異なる店舗もございます。
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スタンプラリー実施店　詳しくはP26、27をご覧ください

神田川

秋葉原・神田・大手町
専門店がひしめくサブカルチャーの町・秋葉原、文化財や史跡が多く残り老
舗の飲食店が点在する神田、かつて大名屋敷のあった場所であり今では経済
の中心地でオフィス街の大手町。さまざまな顔を覗かせるこのエリアは、江
戸の伝統文化を守りながらも新しい風を取り入れ、新旧の入り交じった魅力
あるエリア。

秋葉原・神田・大手町

7273



☎03-3254-0753  
交JR御茶ノ水駅聖橋出口より徒歩5分  
時神田明神 24時間開門／昇殿参拝 9:00 ～ 16:00 ／御守授与 9:00
～19:00（季節により変更あり）／資料館10:00～16:00  
休神田明神 無休／資料館 毎日開館（臨時休館の場合あり）
住 外神田2-16-2  �P72
www.kandamyoujin.or.jp

47江戸総鎮守 神田明神
えどそうちんじゅ かんだみょうじん

日本三大祭・神田祭で有名
日本三大祭・神田祭で有名な神社。平成31年は本祭
の年。縁結び、商売繁昌、除災厄除けの神様。秋葉原
も近く、海外からの観光客も多い。昨年12月に文化
交流館もオープンし境内が賑やかに。

御茶ノ水（神社）

49株式会社サガワ
かぶしきがいしゃさがわ

金庫を造り続けて70年。決して妥協しない安全への
こだわりをモットーに、歴史ある技術と時代のニーズ
を融合させ常に新しいセキュリティ製品をご提供して
います。大切な資産をより安全に守るため、ぜひお気
軽にご相談ください！

岩本町

☎03-3253-4651  交地下鉄岩本町駅A3出口よりすぐ  
時9:00～17:30  休土日祝  
住神田岩本町1番地  �P72  
http://www.sagawa-safe.co.jp

48アルプス観光株式会社
あるぷすかんこうかぶしきがいしゃ

創業50年以来、お客様の立場にたった旅行をお届け
いたします。国内、国外、出張パックに宿泊のみなど、
様々な内容で皆様の旅のお手伝いをさせていただきま
す。ご家族、ご友人と美しい景色に会いに行かれませ
んか。

岩本町

☎03-3253-1721  交地下鉄岩本町駅A3出口よりすぐ  
時9:00～17:30  休土日祝  
住神田岩本町1番地  �P72   
http://alps-travel.co.jp

美しい景色と出会い、
楽しい思い出を作りませんか

特さくら祭りの期間中 、5000円以上の商品を
お買い上げの 方に温かいドリンクをご提供いた
します。
☎03-3292-0704  
交地下鉄淡路町駅A4出口より徒歩2分  
時平日11:00～19:00、土12:00～19:00  
休日祝（祝は不定休）  
住神田小川町1-1  
�P72

46神田 大喜靴店
かんだ だいきくつてん

愛犬とともに温かいスタッフがお待ちしております
足に合った靴は長持ちします。履いて楽、歩いて楽し
い、履きやすい靴をスタッフが丁寧にご案内いたしま
す。大喜オリジナルのシューズもいろいろご用意して
おります。

淡路町 （靴）

※記事中の特典は、本誌持参の方に限りご利用になれます。ご来店時に店舗スタッフにご提示ください。
※さくら祭り期間中は、営業時間が一部異なる店舗もございます。
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岩本町
東神田

詳しくはホームページへ

http://www.family-bazar.com

駐車場は用意しておりません。電車・バスをお使いください。
【主催】 岩本町・東神田ファミリーバザール実行委員会
【後援】 千代田区／まちみらい千代田／千代田区心身障害者共助会
　　　 岩本町・東神田商店街連合会／岩本町三丁目町会

岩本町・東神田ファミリーバザール実行委員会事務局
TEL：03-3865-5951（開催期間以外の電話受付 10:00～17:00）
JR総武線…………………………秋葉原駅下車（昭和通り出口）
つくばエクスプレス……………………秋葉原駅下車（A1出口）
東京メトロ日比谷線 ………………… 秋葉原駅下車（4番出口）
都営地下鉄新宿線 …………………岩本町駅下車（A4番出口）

お問い合せは

交通のご案内

江戸より地域の伝統を引き継ぐ第80回

ファミリーバザールファミリーバザール
平成３1年
５月２5日土・２6日日
６月1日土・2日日
AM９:００～ PM５:００
＊各店舗により営業時間は
　多少異なります
＊小雨決行ファミリーバザールは都営新宿線「岩本町駅」そばの柳原通りをメインストリー

トに、横道にもお店が広がる楽しいイベントです。会場には洋服などの服飾品
を始め、日用雑貨や食料品などバラエティにあふれたお店が出店しています。

新
コース晴海＆豊洲ベイエリアクルーズ

和泉橋防災船着場を出発し、隅田川から湾岸エリアへ。隅田川で一番新しい
築地大橋と旧築地市場、建設の進む晴海の選手村から豊洲市場など2020年
に向けて注目を集める東京ベイエリアを巡ります！

わくわくスクラッチ 各地物産展＆ネオ屋台村キッチンカー
1,0００円以上お買い上げいた
だいたお客様にステキな商品
があたるスクラッチカードを１
枚進呈！（なくなり次第終了!）

※上記イベント詳細は５月初め頃までに決定、変更する場
合もあります。お問い合わせは岩本町･東神田ファミリー
バザール実行委員会まで

乗船タイム（予定）
便名 時間 便名 時間 便名 時間
1便 10：30～12:00 2便 12：30～14:00 3便 14：30～16:00

５月２５日（土）・２６日（日）・６月１日（土）・２日（日）
大人1,000円 （同伴の小学生以下は無料）
当日9:15よりファミリーバザール本部で先着順販売
和泉橋防災船着場▶柳橋▶隅田川▶
築地大橋▶晴海▶晴海運河（豊洲市場）▶
佃島▶隅田川▶和泉橋防災船着場
（乗船時間約１時間15分）
１日３便
※潮位によりコース変更の場合があります。
※乗船タイムは変更する場合があります。

【協力】ちよだリバーサイドプロジェクト／アルプス観光株式会社(東京都知事登録旅行業３－７２２号)

日  時
料  金

乗船券販売所
運航コース

全国の人気メニュー
が大集合 !
各地のイベントで
大人気のネオ屋台
村のキッチンカー
も出店しています!

80回記念

当たりくじがふ
えて

お楽しみ!!

おかげさまで４０年!
秋葉原・神田・大手町

75




