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第 11 回モノマチ（5/24・5/25・5/26）はまもなく開催！

過去最高規模の 190 店が参加します

ドキドキ・ワクワクの玉手箱。モノマチイレブンは参加店と
来場者がコミュニケーションできる接点を増やします。
台東モノマチ協会（正式名称 : 台東モノづくりのマチづくり協会）
では、
「第 11 回 モノマチ」
（通称モノマチイレブン）」を、5 月 24 日
（金）
から 26 日
（日）に開催いたします。今回で 11 回目を迎え、新しいステー
ジに突入した「モノマチ」の参加店は、なんと過去最高規模の 190 店。
参加店の顔ぶれはますますバラエティに富んでいます。
モノマチイレブンのテーマは「ドキドキとワクワク」。参加店と来場
者が一緒になってドキドキしたりワクワクできる。そんな試みや工夫
を随所に施しました。モノマチエリアを隅から隅まで歩けば歩くほど
新しい発見や驚きに触れられます。
どんなドキドキ・ワクワクがあるの？ それを知るにはまずは事前
に公式ウェブサイトをチェック！ぶっつけ本番も楽しいですが、情報
収集した上で出かければ満足感も達成感も充実度も倍増すること間
違いなし。気になるお店やワークショップ、イベントの情報は絶対に
お見逃しなく。
この直前号では、開催が決定した公式イベントをご紹介させていた
だきます。今年で３回目を迎える「子どモノマチ」、街歩きがさらに楽
しくなる「スタンプラリー」など毎年恒例のイベントに加えて、今回
は新企画「モノマチクリッぴん！」を実施します。ドキドキ・ワクワク
を加速させるイベントにすべく、参加店もスタッフもただいま鋭意準
備中です。
モノマチ初日の 24 日（金）にはオープニングパーティーも開催しま
す。新しい魅力を身にまとい、常に進化しているモノマチにご期待く
ださい。
「モノマチとは？」・・・2011 年から始まった「モノマチ」は、古くから製造／卸の集積地としての歴史をも
つ台東区南部エリア（御徒町～蔵前～浅草橋にかけての２km 四方の地域）を歩きながら、
「街」と「ものづく
り」の魅力に触れていただく３日間のイベントです。

■お問い合わせ先■
台東モノづくりのマチづくり協会 事務局
事務局：070-5541-2011( 直通 ) mail：info@monomachi.com web ：monomachi.com
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モノマチは事前のウェブチェックから！
ドキドキ・ワクワクは事前の情報収集から始まります。モノマ
チにお出かけ前は、まずモノマチイレブンの公式ウェブサイトを
チェックしましょう。今回のロゴに合わせてリニューアルしたス
カイブルーのウェブサイトには、参加店の情報を始め、各種イベ
ントやワークショップ情報がずらり。モノマチエリアは広く、参
加店も 190 店におよんでいます。どの店を訪れ、何に参加し、何
を見るか。事前の情報収集でモノマチをもっと楽しみましょう。
http://11th.monomachi.com/

今回も Yahoo! MAP アプリ（第 11 回モノマチ専用）を
ご利用いただけます！
前回に引き続き今回も、ヤフー様のご協力により、モノマチイレブン用の Yahoo! MAP アプリ
をご利用いただけるようになりました。このアプリを使えば、いま自分がいる場所や近くにあ
るモノマチ参加店、行きたい場所までのおおよその時間がすぐにわかります。事前にオリジナ
ルのルートマップを作成し、モノマチ当日はそのルーツを携帯にダウンロードしたアプリ経由
で現在地を確認しながら歩けば、より楽しくより機動的にモノマチを楽しめます。
使い方はとっても簡単。方法は２つあります。
① PC を使ってオリジナルの My Route Map（モノマチ散策ルート）を作成
② My Route Map に携帯からアクセスし、アプリを使って現在地を確認しながら散策スタート
① PC を使ってオリジナルの My Route Map（モノマチ散策ルート）を作成
1. まずは https://geolocation.smartapps.jp/monomachi11）にアクセスしてください。
2. 図の緑のボタン「My Route Map リスト作成」をクリック。店舗リストが表示されますので、
プルダウンメニューの中からお好きなジャンルを選び、行きたいお店を選択しましょう。
3. 店舗を選んだら、リストを決定し、マップを見たいデバイス（スマホや iPad など）で確認でき
るメールアドレスにて送信してください。
② My Route Map に携帯からアクセスし、アプリを使って現在地を確認しながら散策スタート
1. スマホ宛に、件名「My Route Map」が作成されました」というメールが届くので、
そのメール内に記載されているマップの URL をクリックしてください。
2. 必要に応じて Yahoo! のアプリをダウンロードして散策スタート！
詳しい使い方については、モノマチイレブン公式サイトで紹介しています。
http://11th.monomachi.com/
■お問い合わせ先■
台東モノづくりのマチづくり協会 事務局
事務局：070-5541-2011( 直通 ) mail：info@monomachi.com web ：monomachi.com
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子どもはもちろん大人にも大好評！
親子ワークショップ「子どモノマチ」は今年も開催です。
日本で二番目に古い商店街、佐竹商店街を舞台に開催される
「子どモノマチ」は、親子でいっしょにモノづくりを体験する楽
しいワークショップ。今回で３回目を迎え、さらに充実した「子
どモノマチ」にご期待ください。
会場：佐竹商店街（台東区台東３・４丁目）
開催日時：5 月 25 日（土）26 日（日） 10:00 ～ 17:00

パスポートを手にモノマチを回ろう！
町歩きがもっと楽しくなる「スタンプラリー」
パスポートを持ってモノマチ参加店を回り、参加店のスタン
プを集めてみませんか。オリジナルパスポートをインフォメー
ションセンターで手に入れて（1 冊 100 円 数量限定）、モノマ
チの思い出づくりをしましょう。
会場：モノマチエリア全体（スタンプラリー参加店）
開催日：5 月 24 日（金）25 日（土）26 日（日）

新企画！モノマチクリッぴん！
モノマチイレブンのテーマ「ドキドキとワクワク」にふさわ
しい新企画が「モノマチクリッぴん！」。モノマチにかかわるす
べての人がモノマチ体験をクリッピングする企画です。
モノマチクリッぴんは 4 箇所の公式インフォメーションセン
ターで配布しています。モノマチ散策中に撮った写真に「# モ
ノマチクリッピン」（全カタカナ）とつけてインスタにハッシュ
タグつけて投稿しましょう。
会場：モノマチエリア全体
開催日：5 月 24 日（金）25 日（土）26 日（日）
■お問い合わせ先■
台東モノづくりのマチづくり協会 事務局
事務局：070-5541-2011( 直通 ) mail：info@monomachi.com web ：monomachi.com
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モノマチ クリエイターズマーケットは、おかちまちパンダ広場で
ものづくりマーケットは松坂屋上野店で開催です
個性豊かで新進気鋭のデザイナーやクリエイターが集結し、オリジナル商品を販売する恒例
の人気企画が「モノマチ クリエイターズマーケット」。
今年も、御徒町南口駅前広場（おかちまちパンダ広場）で開催されます。先取りしてモノマ
チ気分を味わいたい方は、5 月 22 日（水）から松坂屋上野店で開催される「ものづくりマーケッ
ト」へぜひ。全国各地のスグレモノや若手クリエイターが作るオリジナル商品を集めています。
モノマチクリエイターズマーケット
会場：御徒町南口駅前広場（おかちまちパンダ広場）
開催日時：5 月 25 日（土）26 日（日） 10:00 ～ 17:00
ものづくりマーケット
会場：松坂屋上野店 本館 1 階北口イベントスペース
開催日時：5 月 22 日（水）～ 28 日（火）10：00 ～ 20：00

おかず横丁に、今年もフードコートと
白鴎高校和太鼓パフォーマンスが登場します！
こちらもすっかり恒例になりました。今年も鳥越おかず横丁がフードコートに早変わりし、
華麗な和太鼓パフォーマンスの舞台になります。
おかず横丁で販売している「ザ・日本」的お惣菜に加えて、フードトラックが集まってエスニッ
クなどさまざまな味を提供します。お腹が空いたらおかず横丁へ急ぎましょう。
それから、白鴎高校太鼓部による和太鼓演奏もお見逃しなく。和太鼓ならではの音色と迫力
のバチさばきにご期待ください。
フードコート in おかず横丁
会場：おかず横丁（台東区鳥越１丁目）
開催日時：5 月 25 日（土）26 日（日） 11:00 ～ 17:00
白鴎高校太鼓部パフォーマンス
会場：おかず横丁（台東区鳥越１丁目）
開催日時：5 月 26 日（土）13:00 ～
■お問い合わせ先■
台東モノづくりのマチづくり協会 事務局
事務局：070-5541-2011( 直通 ) mail：info@monomachi.com web ：monomachi.com
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会いに行けるクリエイター！
台東デザイナーズビレッジの施設公開に出かけよう
実力人気ともに確かなクリエイターを多数輩出している台東デ
ザイナーズビレッジ。ファッションや雑貨、デザイン関連ビジネ
ス分野での起業を目指すデザイナーやクリエイターを支援する施
設が、今年もモノマチ期間中に公開されます。アトリエをのぞき、
クリエイターと直に会える貴重な機会！ 卒業生による販売会や浅
草ものづくり工房などの参加も予定しています。
インフォメーションセンターも兼ねているので、ここからモノ
マチ歩きをスタートするのもおすすめです。
会場：台東デザイナーズビレッジ（台東区小島 2-9-10）
開催日時：5 月 24 日（金）25 日（土）26 日（日） 10:00 ～ 18:00

24日（金）にはオープニングパーティーを開催します！
台東モノづくりのマチづくり協会では、モノマチの
初日（24 日）にオープニングパーティーを開催いたし
ます。モノマチを応援いただいている方、モノマチに
ご協力いただいている方、モノマチにご縁のある方と
の楽しい交流の場にしたいと思います。ぜひコンセプ
トの「ドキドキとワクワク」を会場でご体感ください。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
当日は、PDF 最終ページの招待状をプリントアウト
し、必要事項をご記入されるか、名刺を添付いただい
た上で、会場受付に会費（1,000 円）とともにご提出く
ださい。この PDF がパーティーの入場チケットとなり
ます。本状をお持ちでない場合には入場できませんの
で、ご了承ください。
日時：5 月 24 日（金）19:00 ～ 20:30
会場：台東デザイナーズビレッジ 3 階講堂
（台東区小島 2-9-10）
会費：1,000 円
■お問い合わせ先■
台東モノづくりのマチづくり協会 事務局
事務局：070-5541-2011( 直通 ) mail：info@monomachi.com web ：monomachi.com
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第 11 回モノマチ（モノマチイレブン）開催概要
名

称 ： 第 11 回モノマチ（モノマチイレブン）

会

期 ： 2019 年 5 月 24 日（金）・25 日（土）
・26 日（日）

会

場 ： 台東区南部地域一帯 ( 浅草通り、隅田川、神田川、中央通りに囲まれた地域 )

参加者店 ： 約 195 組（店舗、メーカー、問屋、職人工房 等）
アクセス ： 以下の駅がいずれも会場エリアに含まれます。
JR 御徒町駅・浅草橋駅、東京メトロ 日比谷線仲御徒町駅・銀座線上野広小路駅・
稲荷町駅・田原町駅、都営浅草線 蔵前駅・浅草橋駅、都営大江戸線 上野御徒町駅・
新御徒町駅・蔵前駅、つくばエクスプレス 新御徒町駅
web

： monomachi.com

facebook ：

https://www.facebook.com/Monomachi/

twitter

＠ monomachi

：

第 11 回モノマチ実行委員会
実 行 委 員 長：片岡 清高 ( 有限会社ファッションメイト片岡 )
副実行委員長：大井谷 猛（株式会社ブラス）
実 行 委 員 ：太田 久昭（株式会社ラモーダヨシダ）、片岡 一美（有限会社ファッションメイト片岡）
川越 浩司（株式会社 カワゴエ）
、菊池 光義（STUDIO SURUME）
、北 直旺哉（キネトグラフ社）
佐藤 潮、佐藤 正裕（株式会社リアライズ）、進士 遙（Rocha）、杉浦 一志（JISHAQMEN）
染谷 昌宏（染谷商店）、田中 一夫（田中箔押所）、田中 一博（望月印刷株式会社）
津久井 大輔（株式会社コンボ）、西澤 真由美（株式会社クロスローズプラン）
日柄 美里（エルケー商事株式会社）
、樋口 珠由子、藤井 タケヲ（アグリトーキョー）
細川 麻沙美、細川 太郎（株式会社タロヲ）、前島 昭美、松下 禎宏（Fractale.inc）
三田村 蕗子、宮脇 佑輔、宗像 良延（ジップデザインスタジオ）、横瀬 哲也（宏和
産業株式会社）
、吉田 昌充（株式会社ラモーダヨシダ）
主

催

台東モノづくりのマチづくり協会（地元有志による自主運営組織）
会長

吉田 昌充（株式会社ラモーダヨシダ）

後援(予定)

台東区、東京商工会議所

特 別 協 賛

公益財団法人東京都中小企業振興公社 東京都立産業貿易センター台東館

協力(予定)

おかず横丁（鳥越本通り商盛会）、佐竹商店街、台東デザイナーズビレッジ、tokyobike、2k540

台東支部

AKI-OKA ARTISAN、望月印刷株式会社、株式会社システムハウス . アイエヌジー、株式会社ビジカ

■お問い合わせ先■
台東モノづくりのマチづくり協会 事務局
事務局：070-5541-2011( 直通 ) mail：info@monomachi.com web ：monomachi.com

