報道関係各位
【News Release】

平成29年5月19日
日本橋とやま館

『日本橋とやま館 開館 1 周年記念フェア ～ＴＯＹＡＭＡ ＪＡＰＡＮ～』 開催！
～ﾐﾗﾉ・ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ国際展出展工芸品やﾌﾗﾜｰｱｰﾃｨｽﾄ「花千代」インスタレーションのほか多数の企画をご用意～
【期間】平成 29 年 5 月 30 日(火)～6 月 25 日(日)

【場所】日本橋とやま館(東京都中央区)

富山県の首都圏情報発信拠点『日本橋とやま館』は、富山の上質なライフスタイルを提案する場として昨年開
館し、平成 29 年 6 月 4 日(日)開館 1 周年を迎えます。
当館では、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、5 月 30 日(火)～6 月 25 日(日)の間、
『日本橋とやま館 開
館 1 周年記念フェア～TOYAMA JAPAN～』を開催します。
フェアでは、昨年、富山県が出展したミラノ・トリエンナーレ国際展で高く評価された高岡銅器等の工芸品展
示、G８洞爺湖サミット晩餐会の会場装花を手掛けるなど国内外で活躍するフラワーアーティスト「花千代」に
よる富山シャクヤクと富山の伝統工芸品のインスタレーションの他、当館と著名ブランドとのコラボ商品を企
画・販売します。
5/31 は開館 1 周年記念 SPECIAL THANKS DAY～日本橋とやま館会員交流イベント～、6/3・4 は開館記念
イベントとして、1,000 円以上ご利用のお客様先着 300 名様に富山の和菓子をプレゼント。この他にも、最大
1 万円分のギフト券や和食レストランの食事券等が当たる大抽選会、1 周年記念フェア限定商品販売や特別メニ
ュー、人気イベント「ます寿し作りワークショップ」
「バタバタ茶体験」等、全館を挙げて様々な企画を実施いた
します。詳細は、随時、日本橋とやま館公式サイト(http://toyamakan.jp/)で紹介します。
記
■『日本橋とやま館開館 1 周年記念フェア ～TOYAMA JAPAN 』概要
【期間】平成 29 年 5 月 30 日(火)～6 月 25 日(日) 10:30～19:30(トヤマバー21:00 迄)
※企画により日時は異なります。

【場所】日本橋とやま館
（東京都中央区日本橋室町 1-2-6 日本橋大栄ビル 1F、TEL：03-6262-2723）

【内容】
１. フェア特別企画
１）開館１周年 特別展示「TOYAMA JAPAN」
（交流スペース）
① TOYAMA JAPAN ～ミラノ･トリエンナーレ国際展より～（5/30～6/25）
② 日本橋とやま館×花千代～富山シャクヤクと工芸品～（5/30～6/8）

２）日本橋とやま館コラボ オリジナルグッズの企画・販売
① ギフト用ショップバッグ【ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ会社「GRAPH」
】
② オリジナル 手ぬぐい（2 種類）
【手ぬぐい専門店「かまわぬ」
】
③ オリジナル 15％アイスクリームスプーン【ﾃﾞｻﾞｲﾝﾒｰｶｰ「タカタレムノス」
】

２. 開館記念日イベント（６月３日・４日）
１）先着 300 名様に富山の和菓子をプレゼント(1,000 円以上ご利用者）
２）抽選で 50 名様に富山があたる大抽選会(1,000 円以上ご利用者)

３. 各フロア１周年フェア企画
１）
【ショップ】1 周年記念フェア限定商品の販売
２）
【和食レストラン「富山はま作」
】特別ランチメニュー「シロエビ天丼」
３）
【トヤマバー】特別メニュー「日替り ます寿し食べ比べプレート」

４. 開館 1 周年記念 SPECIAL THANKS DAY ～日本橋とやま館 会員交流イベント～
５.日本橋とやま館会員 新規入会キャンペーン
６. アトラクション・イベント
１）富山の酒造・蔵元の来館・お酒の解説
２）日本橋でとやま体験「ます寿し作りワークショップ」
「バタバタ茶体験」
【一般の方のお問合せ先】 日本橋とやま館 TEL：03-6262-2723
【報道関係者のお問合せ先】
『日本橋とやま館開館 1 周年記念フェア』 PR 事務局 (ストライク＆パートナーズ内)
担当：大津 TEL：070-5075-3230、Mail：strikeohtsu@gmail.com

【参考資料①】

『日本橋とやま館 開館 1 周年記念フェア ～ＴＯＹＡＭＡ ＪＡＰＡＮ～』 内容

■ フェア特別企画 [5/30(火)〜6/25(日)]
１）開館１周年 特別展示「TOYAMA JAPAN」
（交流スペース）
① TOYAMA JAPAN ～ミラノ･トリエンナーレ国際展より～
昨年、ﾐﾗﾉ・ﾄﾘｴﾝﾅｰﾚ国際展「Design After Design」で高い評価を受けた工芸品を展示。
デザイン性の高い富山の工芸品によるライフスタイルを提案します。
【期間】5/30～6/25
② 日本橋とやま館×花千代～富山シャクヤクと工芸品～
Ｇ8 洞爺湖ｻﾐｯﾄ晩餐会や APEC 総理晩餐会等の会場装花を手掛けたﾌﾗﾜｰｱｰﾃｨｽﾄ「花千代」。
当館オープニングレセプションの装花、今春はチューリップインスタレーションを担当。
今回、富山のくすりの原料でブランド化を推進する「富山シャクヤク」と富山の伝統工芸品
を花器に使用したインスタレーションで、開館１周年を華やかに彩ります。
【期間】5/30～6/8

２）日本橋とやま館コラボ オリジナルグッズの企画・販売
① ギフト用ショップバッグ【ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ会社「ＧＲＡＰＨ」】
世界中からオーダーの舞い込む印刷技術を持つﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ会社ＧＲＡＰＨ。
同社らしい大胆なデザインと繊細な箔押しの印刷技術で仕上げました。
特別な方へのギフトにご利用下さい。
【売価】324 円（税込）
② オリジナル手ぬぐい（2 種類）【手ぬぐい専門店「かまわぬ」】
昨今の手ぬぐいブームの火付け役である手ぬぐい専門店「かまわぬ」。
同店の注染(ちゅうせん)てぬぐいは、裏表のない独特の柔らかな風合いです。
【売価】1,080 円（税込）※注染：染料を注ぎ布を染める技法。
③ オリジナル 15％アイスクリームスプーン【ﾃﾞｻﾞｲﾝﾒｰｶｰ「タカタレムノス」】
富山県高岡市の伝統技術の流れをくむ世界的ﾃﾞｻﾞｲﾝﾒｰｶｰ「タカタレムノス」。
当館オープン以降、ベストセラーのアイスクリームスプーンに当館ロゴを刻印。
【売価】4,320 円（税込)

■ 開館記念日イベント ［6/3(土)・4 日(日)］
１）富山の和菓子プレゼント（各日・先着 300 名様）
館内で 1,000 円以上ご利用のお客様先着 300 名様に富山の和菓子プレゼント
※富山藩主が好んだ竹林堂の酒饅頭。朔日饅頭（ついたちまんじゅう）と呼ばれ「6 月 1 日の
朝に竹林堂饅頭を食し豊穣の神を祝えば、年中無病息災一家の健康と繁栄の御利厄がある」
と昔から伝えられ、富山の伝統となっております。
２）大抽選会（抽選 50 名様）
館内で 1,000 円以上ご利用のお客様に抽選で景品が当たります。
【1 等】ショップ・トヤマカード 1 万円分
（1 名様）
和食レストランお食事券１万円分
（1 名様）
【2 等】ショップ・トヤマカード 5,000 円分 （1 名様）
和食レストランお食事券 3,000 円分 （3 名様）
【3 等】ショップ・トヤマカード 2,500 円分 （6 名様）
トヤマバー・飲み比べおつまみセット（6 名様）
【4 等】日本橋とやま館オリジナルグッズ
（30 名様）
※写真はイメージです。
※イベント内容は変更される可能性が有ります。予めご了承下さい。

【参考資料②】

『日本橋とやま館 開館 1 周年記念フェア ～ＴＯＹＡＭＡ ＪＡＰＡＮ～』 内容

■ 各フロア 1 周年記念企画
１）ショップフロア
① 「2017 夜の富山ニューコレクション」販売
半世紀以上「夜のオイシイ」を追求してきた達人チーム「2017 夜の富山探検隊」が、
富山の品々を選りすぐり、全国のバイヤーを集めたマッチング会で一流の舌を持つ
プロフェッショナル達を唸らせたディープでリアルな「夜の富山」の味を販売。
② １周年フェア限定入荷 和菓子販売
県民がこよなく愛する富山の和菓子を１周年記念フェアに限定入荷。
おわら玉天、竹林堂の酒饅頭など、絶賛入荷調整中。ご期待ください。
③ お買物ポイント 2 倍プレゼント
【対象者】日本橋とやま館の会員、及び新規会員登録者
【会員特典】通常 108 円(税込)で 1P のところ 2P。150P で 500 円の商品券と交換

２）和食レストラン 富山はま作「シロエビ天丼」
「シロエビ天丼」が食べたい！という多くのお客様の声に応え、１周年記念フェア
期間限定でランチに登場。富山県産コシヒカリに揚げたての「シロエビ」を乗せて、
富山はま作 特製タレをかけて仕上げます。
「富山湾の宝石 シロエビ」をお手頃な価格で堪能下さい。
【価格】1,200 円(税込) 【提供数】１日 20 食限定

３）トヤマバー「日替わり ます寿し食べ比べプレート」
ショップで日替わり販売している人気の「ます寿し」がトヤマバーで待望のメニュー化。
プレートに乗せた味の異なる 2 種類の「ます寿し」の食べ比べをお楽しみ下さい。
【価格】900 円(税込) 【提供数】平日 8 食限定、土日 16 食限定

■開館 1 周年記念 SPECIAL THANKS DAY
・日本橋とやま館会員交流イベント
開館 1 周年を記念すると共に、“上質な 2 年目を迎える”願いを込めて日頃ご愛顧
いただいている会員の皆様を対象に、交流イベントを実施します。
【日時】5/31(水) 17:00～21：00
【場所】交流スペース
【参加費】2,000 円（2 ドリンク＋富山のうんまいもん）
【参加方法】イベント案内ハガキ及び会員証持参（当日、会員入会の受付も可）

■日本橋とやま館会員 新規入会キャンペーン[フェア期間中]
・新規入会で 50 ポイント贈呈＋抽選で特産品等をプレゼント
【対象者】期間中、日本橋とやま館の会員にご入会いただいた方
【入会特典】入会時 50P 特別贈呈、抽選でとやまの特産品等プレゼント
※写真はイメージです。
※イベント内容は変更される可能性が有ります。予めご了承下さい。

【参考資料③】

『日本橋とやま館 開館 1 周年記念フェア ～ＴＯＹＡＭＡ ＪＡＰＡＮ～』 内容

■ 1 周年記念アトラクション～日本橋でとやま体験～
１）富山名物「ます寿し作りワークショップ」
（予約受付・参加費 2,500 円）
富山を代表する食文化「ます寿し」は、味や鱒の厚みや並べ方、ご飯の炊き方等、
ます寿し店毎に異なります。今回、日本橋とやま館で日替わり販売をしている
鱒寿し店の主人が直接レクチャーします。
【日程】6/ 11(日)今井商店、6/18(日)川上鱒寿し店
【時間】①15:30～16:30 ②17:30～18:30 ※各日 2 回
【場所】和食レストラン
【内容】ます寿し作り、及びます寿しの歴史等レクチャー、試食付き
【定員】各回 10 名様
【申込】日本橋とやま館公式サイトより（http://toyamakan.jp/）
【協力】富山ます寿し協同組合（http://www.toyama-masuzushi.or.jp/）

２）朝日町名物「バタバタ茶」体験（予約不要・無料体験）
富山県の東の玄関口朝日町(蛭谷地区)に伝わる国内唯一の後発酵茶「バタバタ茶」
。
当日、地元施設「バタバタ茶伝承館」スタッフがバタバタ茶を振る舞います。
【日時】6/24(土)、25 日(日) ①11:30～13:30 ②14:45～16:45 ※各日 2 回
【場所】交流スペース
【講師】朝日町「バタバタ茶伝承館」のおばちゃん
【協力】朝日町商工観光課、朝日町観光協会

※写真はイメージです。
※イベント内容は変更される可能性が有ります。予めご了承下さい。

