
事業所名 業種
1 めうがや 足袋、祭用品販売
2 池田屋神仏具店 仏壇 ･ 位牌 ･ 仏具 ･ 神具販売
3 石井三太夫表具店 表具の修理 ･ 新規作成
4 石六 石材工事全般に関する設計 ･ 施工
5 上野池之端 鰻割烹 伊豆榮 鰻割烹、日本料理
6 上野凮月堂 菓子製造販売
7 慶応元年鵜原商店 葬儀業
8 江戸蕎麦手打處あさだ 日本そば、日本料理店
9 大嶋屋恩田 江戸手描提灯製造販売等
10 岡田屋布施 太鼓 ･ 神輿の製造 ･ 修理 ･ 販売、仏壇仏具販売
11 雷門三定 天ぷら店
12 甘味処　西山 和菓子製造販売 ･ 喫茶
13 木具定商店 木製容器等製造
14 菊寿堂いせ辰 木版手摺千代紙 ･ おもちゃ絵等製造販売
15 木村家本店 人形焼製造販売
16 久月 節句人形を中心とした人形専門商社
17 銀花堂 （令和４年３月リニューアルオープン）
18 クマイ商店 畳製造販売、内装仕上げ、建築工事
19 駒形どぜう どじょう料理
20 更銈（ポンピン堂） 江戸型染
21 三佛堂櫻井商店 仏具、位牌、仏壇、神具等製造販売
22 十三や櫛店 つげ櫛製造販売
23 新門 鳶・土工・内外装請負工事
24 鈴本演芸場 落語を中心とした寄席演芸の興行
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事業所名 業種
1 田中べっ甲 江戸べっ甲

2 指人形笑吉工房 指人形

3 DEN-WORKS 木工品製造業

4 利他庵 RETURN 教室・アトリエ

5 相澤鼈甲 べっ甲製作

6 招き猫　谷中堂 招き猫

7 赤塚べっ甲製作所 江戸べっ甲

8 直 木版画 ･ 骨董品

9 江戸指物 木村 江戸指物

10 東京竜泉窯 陶芸

11 ハム・ソーセージの店  TAKE-ZO 食肉製造

12 手打ちうどん家康 うどん製造 ･ 販売
･ 飲食

13 nasturtium（ナスタチウム）革製品

14 シーズンズフラワー 生花 ･フラワーア
レンジメント

15 かばん屋 PARTNER かばん ･ バッグ

16 深匠 金銀美術砂子画

17 キワヤ商会（KIWAYA　ウクレレミュージアム「樂」） ウクレレの販売 ･
体験

18 和なり屋 機織り・
藍染め工房

19 田中製簾所 江戸簾

20 伊藤印房 印章彫刻

21 木目込人形工房 一葉堂 木目込人形

22 江戸指物　渡辺 江戸指物

23 美  アンド  センス 杖

24 江戸切子浅草おじま 江戸切子

25 武田製靴 婦人･ 紳士靴

26 人形の田辺 木目込人形

27 佐々木善樹建築研究室 建築・住宅・店舗
の設計デザイン

28 Q
クリナフ

rinaf/Bandy's Leather craft 教室 革 製本（バッグ・サ
イフ等）製造 ･ 販売

29 久月人形学院（㈱久月内）木目込人形 ･ 押絵

30 ㈱国際工芸 箔押

31 R
レ ン ド

ENDO SHOE&REPAIR 靴の製造 ･ 販売

32 川島錺
かざり

工芸 神仏具錺
かざり

師

33 小林運動具店 MADE IN TOKYO 野球硬式・
軟式グラブ、ミット

34 PEARL SEIWA 真珠

事業所名 業種
69 d

ダ コ タ

akota 工房 陶芸工房

70 浅草とんぼ玉工房 ガラス･ とんぼ玉

71 はし藤本店 箸の販売

72 浅草たい焼き体験工房 求
ぐ

楽
らく

たい焼き、かき氷

73 元祖食品サンプル屋 合羽橋店 食品サンプル

74 有限会社　花藤 江戸手描き提灯

75 銀泉いづみけん 銀器 ･ 彫金

76 雷 5656 会館 菓子

77 浅草 飴細工 アメシン 花川戸店 飴細工

78 辻屋本店 和装履物

事業所名 業種
35 お仕立て処うえの 和服の縫製

36 アトリエ店舗 IMAIZUMI （㈱今泉）金属プレス加工

37 南部屋五郎右衛門 太鼓 ･ 神輿

38 宮川刷毛ブラシ製作所 手植えブラシ

39 坂森七宝工芸店 七宝アクセサリー

40 長尾版画匠 江戸木版画

41 ミユキ 原石研磨 ･
ジュエリー

42 PEACHBRAND ベルト製造・販売

43 L
ラ ー ジ ェ ス ク

argesk メンズ
アクセサリー

44 U
ウ ア モ ウ

AMOU オリジナルキャラ
クター制作

45 アトリエ リモ アートフラワー
販売、レッスン

46 真多呂人形会館 木目込人形

47 平本工房 金細工

48 篠原まるよし風鈴 江戸風鈴

49 テン・フォレスト 宝飾品 ･
アクセサリー

50 スタジオ サカミ ベネチアンガラスフュージング、
七宝、彫金、とんぼ玉

51 日本宝飾クラフト学院 ジュエリー ･アクセサリー ･
宝石スクール

52 アトリエ N ＆ S 貴金属加工･ 修理

53 R
リ ン プ ラ

INPLA with A.C.T.Y.Plains ジュエリー工 房 ･
緋銅

54 B
ブ ル ー ミ ン グ

looming 木製玩具 ･ 家具

55 Playacolores プライアカラレス アクセサリー製造
販売

56 DELIFE Factory Store 皮革製品の企画、
製造

57 タマ美容化学 化粧品製造

58 木本硝子 硝子食器

59 木札職人芳雲の店 フダヤドットコム 木札

60 藤井袋物 袋物

61 くるみボタン工房 MiSuZuYa くるみボタン

62 かくいわ芝田　吾希 袋物・鞄

63 協進エル 革手工芸

64 O
オ ベ リ ス ク

belisk オーダーメイド革服
アパレル メンズ レディス

65 日伸貴金属 東京銀器

66 MAITO / 真糸 草木染め ニット ･
小物・生活雑貨

67 茂上工芸 江戸指物

68 焙煎処　縁の木 コーヒー豆焙煎

事業所名 業種
79 金箔屋卯兵衛 本 金 箔・ 箔 商 品 

販売、体験

80 ベッ甲イソガイ 江戸ベッ甲

81 浅草 茶禅 日本文化体験

82 箱長 桐工芸

83 浅草文庫 革小物

84 創吉 グラス専門店

85 アトリエナカジマ ハンドバッグ袋物

86 ジョリーポイント．すてきな．ジュエリー ジュエリー

87 つまみ細工・一凛堂 伝 統工芸 つまみ
細工専門店

88 サン ･ びーどる ビーズ手芸
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事業所名 業種
25 種亀 最中種（皮）販売
26 東京松屋 江戸からかみの版元和紙問屋
27 常盤堂雷おこし本舗（雷門本店）雷おこし･人形焼き等製造販売
28 鮒佐 佃煮製造販売
29 弁天山美家古壽司 江戸前寿司店
30 ホワイトローズ 高級透明傘製造販売
31 増田園総本店 茶小売業
32 増田屋コーポレーション 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
33 町田絲店 繊維製品（糸紐リボン等）の製造販売
34 松坂屋上野店 百貨店
35 美家古鮨本店 江戸前寿司店
36 宮本卯之助商店 太鼓･神輿･祭礼用品の製造販売
37 守田治兵衛商店 医薬品等販売
38 山崎屋源七提灯店 江戸手描提灯製造販売
39 有職組紐道明 組紐製造販売、組紐教室運営、組紐体験会開催
40 吉德 節句商品･ぬいぐるみの製造販売
41 龍昇亭西むら 御菓子司
42 浅草花やしき 遊園地「浅草花やしき」の企画運営等
43 江戸趣味小玩具 仲見世 助六 江戸趣味小玩具の製造販売
44 小泉桶甚本店 葬祭サービス業
45 どぜう飯田屋 どじょう料理
46 南部屋五郎右衛門 太鼓・神輿の製造販売及び修理、祭礼用品・神具の販売
47 うなぎ 色川 鰻料理専門店

芸術文化施設
1 朝倉彫塑館（国指定名勝・国登録有形文化財）
2 大名時計博物館
3 下町風俗資料館付設展示場（旧吉田屋酒店）
4 書道博物館（東京都指定史跡 中村不折旧宅）
5 根岸･子規庵（東京都指定史跡）
6 硯の資料室
7 一葉記念館
8 池波正太郎記念文庫
9 象牙工芸館
10 江戸たいとう伝統工芸館

芸術文化施設一覧
No. は地図及び店舗案内の番号と対応しています。

芸術文化施設
11 皮革産業資料館
12 旧東京音楽学校奏楽堂（重要文化財）
13 台東区立下町風俗資料館
14 世界のカバン博物館
15 世界の銀器館
16 日本文具資料館
17 太皷館（宮本卯之助商店）
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