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 I n d u s t r i a l   P r o m o t i o n   S e c t i o n ,    T a i t o   C i t y   O f  f i c e台東区

　江戸から明治へと時代が変わり１５０年の節目となった平成３０年（２０１８年）。台東区ではこの節目を契
機に、江戸時代の優れた面を改めて認識し、街に色濃く残っている魅力ある江戸文化や地域資源を発信
する「江戸ルネサンス」事業に取り組んでまいりました。
江戸創業事業所顕彰（２０１８年～２０２０年実施）では、江戸時代に創業し、永年に渡って区内産業に貢献
のある事業所を顕彰し、世界に誇れる「宝物」として台東区の魅力を発信しています。
The year 2018 marked the epochal 150th anniversary of the transition from Edo Era to the Meiji Era.
Taito City has taken this opportunity to remind us of excellent characteristics of Edo Era’s culture.
In this connection, we have launched the “Edo Renaissance” Project, by focusing the very attractive Edo Culture, 
kept unchanged still in our present lives.
Taito City honored those “Edo founded Company” who had contributed to district enterprise for many years to 
develop local industries.
The project highlights the vital traces of Edo Era Culture that remains in Taito district until today, and provides 
information on local resource as our proudful local legacy worldwide.

製作  福善堂坂井看板店（台東区松が谷3－4－1）

江戸時代に創業した事業所と一目でわかるように、顕彰記念品として手彫りの
木製看板を贈呈しました。街歩きをする際に、ぜひ注目してみてください。

江戸創業之老舗《記念品・手彫り木製看板》

※掲載事業所の営業形態等は、都合により変更している場合があります。あらかじめご了承ください。
※The business type of a carrying business establishment is sometimes changed by convenience. Please accept it beforehand.

台東区浅草橋１－９－１４　　
☎03-3863-4419
https://www.yoshitoku.co.jp/
営業時間：９：３０～１７：１５
定休日：不定休
1-9-14, Asakusabashi, Taito City
Hours：9：30-17:15
Closed：Non-fixed

節句商品・ぬいぐるみの製造販売
Manufacturing and selling of Hina dolls and stuffed dolls

台東区雷門２－９－９
☎03-3841-8849
https://itp.ne.jp/info/138222535100000899/
営業時間：9：00～18：00
定休日：日祝日
2-9-9, Kaminarimon, Taito City
Hours：9:00-18:00
Closed：Sun., National Holidays

江戸手描提灯製造販売等
Manufacturing and selling of
Hand-painted Paper Lantern

台東区浅草６－１－１５
☎03-3873-4155
http://www.miyamoto-unosuke.co.jp/
営業時間：9：00～17：00
定休日：土日祝日
6-1-15, Asakusa, Taito City
Hours：9:00-17:00
Closed：Sat., Sun., National Holidays

太鼓・神輿・祭礼用品の製造販売
Manufacturing and selling of Japanese Drums, Mikoshi and Festival Items

台東区上野３－２９－５
☎03-3832-1111
https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno 
営業時間：10：00～20：00
定休日：元旦

3-29-5, Ueno, Taito City
Hours：10：00-20：00
Closed：New year’s day

百貨店
Department store

台東区蔵前２－６－４　　　
☎03-3861-0151
https://www.masudaya.com

2-6-4, Kuramae, Taito City

玩具・雑貨製造販売、輸出入、玩具コンテンツビジネス、不動産管理
Import/export, manufacturing and selling of toys and accessories
Toy content business, real estate management 台東区駒形１－１－１　　

☎03-3844-2171
http://www.machida-ito.co.jp/
営業時間：10：00～12：00、13：00～16:00
定休日：土日祝日

1-1-1, Komagata, Taito City
Hours：10：00-12：00.13：00-16：00
Closed：Sat., Sun., National Holidays

繊維製品(糸紐リボン等)の製造販売
Manufacturing and selling of woven products(yarn, ribon etc.)

台東区柳橋１－１０－１２　　
☎03-3851-7494
http://www.facebook.com/miyakozushi/
営業時間：11：30～14：00／
    17：00～21：00（ラストオーダー）
定休日：日祝日、お盆期間、年末年始
1-10-12, Yanagibashi, Taito City
Hours：11：30-14：00, 17:00-21:00
Closed：Sun., Obon Holiday, National Holidays

江戸前寿司店
Edomae sushi shop

台東区上野２－１２－１１　
☎03-3831-0539
http://moritahoutan.jp/
営業時間：10:30～16:30
定休日：土日祝日
2-12-11, Ueno, Taito City
Hours：10:30-16:30
Closed：Sat., Sun., National Holidays

医薬品等販売
Drug seller

台東区上野２－１１－１
☎03-3831-3773
http://www.kdomyo.com/
営業時間：平日10：30～18：30
              日祝日10：30～17：00
定休日：年中無休
2-11-1, Ueno, Taito City
Hours：Weekdays: 10：30-18：30 
          Sun., National Holidays : 10：30-17:00　
Closed：Open all year round 

組紐製造販売、組紐教室運営、組紐体験会開催
Manufacturing and selling of Japanese style braids, Braid lessons

台東区雷門２－１８－１１
☎03-3841-0665
営業時間：9：30～18：30
定休日：火曜日（不定休）

2-18-11, Kaminarimon, Taito City
Hours：9:30-18:30
Closed：Tue. and Temporary Holiday

御菓子司
Manufacturing and selling of Japanese sweets

創業1724年
（享保9年）
since1724Masudaya Corporation増田屋コーポレーション増田屋コーポレーション Machida Itoten町田絲店　　町田絲店　　 創業1864年（元治元年）

since1864

Matsuzakaya Uenohonten松坂屋上野店松坂屋上野店
創業1808年
（文化5年）
since1808Miyako-Zushi Honten美家古鮨本店　美家古鮨本店　

創業1861年
（文久元年）
since1861

創業1680年
（延宝8年）
since1680

創業1611年
（慶長16年）
since1611

Miyamoto Unosuke Shoten宮本卯之助商店　宮本卯之助商店　 Morita-Jihei Shoten守田治兵衛商店

創業1719年
（享保4年）
since1719

創業1652年
（承応元年）
since1652

創業1854年
（安政元年）
since1854

Yamazakiya Genshichi-Chochin Ten山崎屋源七提灯店山崎屋源七提灯店 Yusoku Kumihimo Domyo有職組紐道明有職組紐道明

創業1711年（正徳元年）
since1711Yoshitoku吉  德　　　吉  德　　　 Ryushoutei Nishimura龍昇亭西むら龍昇亭西むら

台東区寿２－４－８　　　
☎03-3841-9601
http://whiterose.jp
営業時間：10：00～15：00
定休日：土日祝日
2-4-8, Kotobuki, Taito City
Hours：10：00-15：00
Closed：Sat., Sun., National Holidays

高級透明傘製造販売
Manufacturing and selling of high-quality
transparent umbrellas

台東区浅草橋２－１－９ 鮒佐ビル　
☎03-3851-7710
http://www.funasa.com
営業時間：9:00～17:00
定休日：日祝日
2-1-9, Asakusabashi, Taito City
Hours：9：00-17：00
Closed：Sun., National Holidays

佃煮製造販売
Manufacturing and selling of Tsukudani
(Traditional seafood cuisine)

台東区東上野６－１－３　　　
☎03-3842-3785
http://www.tokyomatsuya.co.jp
営業時間：9：00～17：00
定休日：日祝日
6-1-3, Higashi Ueno, Taito City
Hours：9：00-17：00
Closed：Sun., National Holidays

襖紙・壁紙の版元和紙問屋
Japanese paper specialists of wallpaper and sliding door paper

台東区上野２－７－１２
☎03-3834-5906
http://www.rakugo.or.jp
営業時間：12:00～
定休日：不定休
2-7-12, Ueno, Taito City
Hours：12:00-
Closed：Non-fixed

落語を中心とした寄席演芸の興行
Entertainment, focusing on Rakugo (storytelling)

台東区上野２－１２－２１
☎03-3831-3238
営業時間：10:00～18:30
定休日：日曜

2-12-21, Ueno, Taito City
Hours：10:00-18:30
Closed：Sun.

つげ櫛製造販売
Manufacturing and selling of Japanese boxwood combs

台東区松が谷２－１１－６
☎03-3844-2573
http://asakusa-shinmon.jp/

2-11-6, Matsugaya, Taito City

鳶・土工・内外装請負工事
Construction, earthworks and interior/exterior subcontracting work

台東区駒形１－７－７
☎03-3841-3730
種亀HP　info@tanekame.com
もなかや.COM（小売）http://monaka-ya.com/
営業時間：9：00～17：00
定休日：土日祝日
1-7-7, Komagata, Taito City
Hours：9：00-17：00
Closed：Sat., Sun., National Holidays

最中種(皮)販売
Selling of Monaka (wafercake) outer parcel

台東区浅草１－３－２　　
☎03-3841-5656
https://tokiwado.tokyo/
営業時間：9：00～20：30
定休日：年中無休
1-3-2, Asakusa, Taito City
Hours：9：00-20：30
Closed：Open all year round

雷おこし・人形焼き等製造販売
Manufacturing and selling of rice crackers/Ningyo-yaki (Japanese sweet)

台東区浅草２－１－１６
☎03-3844-0034
http://www.bentenyama-miyakosushi.com/ja/
営業時間：昼：11：30～14：30夜：17：00～21：00
             日祝11：30～18：30
定休日：月曜日、第３日曜日
2-1-16, Asakusa, Taito City
Hours：Day: 11：30-14：30 Night: 17：00-21：00  
　　　 Sun., National Holidays: 11：30-18：30
Closed：Mon., 3rd. Sun.

江戸前寿司店
Edomae sushi shop

台東区浅草１－１－１７ 増田ビル　
☎03-3841-0840
営業時間：8：30～19：30
定休日：年中無休

1-1-17,Asakusa, Taito City
Hours：8：30-19：30
Closed：Open all year round 

茶小売業
Tea retail shop

創業1736年
（元文元年）
since1736Jyusan-ya Kushiten十三や櫛店十三や櫛店 創業1824年（文政7年）

since1824Shinmon新  門新  門

Suzumoto Engeijo Tanekame鈴本演芸場鈴本演芸場 創業1850年（嘉永３年）
since1８５0

創業1795年
（寛政7年）
since1795

創業1866年
（慶応2年）
since1866

創業1867年
（慶応3年）
since1867

創業1690年（元禄3年）
since1690

創業1857年
（安政4年）
since1857

Tokyo Matsuya東京松屋　東京松屋　 Tokiwa-Do Kaminari Okoshi-Honpo常盤堂雷おこし本舗（雷門本店）　常盤堂雷おこし本舗（雷門本店）　

Funasa鮒  佐　鮒  佐　 Bentenyama Miyako Zushi弁天山美家古壽司

創業1721年（享保6年）
since1721

創業1862年（文久2年）
since1862

White Roseホワイトローズ　ホワイトローズ　 Masudaen Sohonten増田園総本店　　増田園総本店　　

種  亀種  亀

鮒  佐　

守田治兵衛商店

撮影＝日置武晴撮影＝日置武晴


