
 浅草エーラウンド2018秋
公式ガイドブック
五感で体験、革とモノづくりの街
150年以上の間、奥浅草に蓄積され続けた革の文化。
それを受け継ぐプロフェッショナルの職人が飛び切
りの素材や体験でお迎えします。限定公開の工場
や特設マーケット、エリア内に広がる店舗で見て、
触れて、感じて、学べる、3日間の祭典です。

　この度は「革とモノづくりの祭典 浅草エーラウンド2018秋」の公式
ガイドブックをお手にとっていただき誠にありがとうございます。2013年
5月に始まった浅草エーラウンドも今開催で 11回目を迎えることができま
した。これも来場者の皆様をはじめ関係各位の日頃からのご声援のおか
げと、ただただ感謝の言葉でいっぱいです。実行委員一同、心より御礼
申し上げます。
　昨年の秋開催は、台風の接近に伴い日曜日のマーケットやツアーの中
止など、ご来場者の皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしました。そんな
荒天の中でも、たくさんの方々にご来場いただきましたことを重ねて御礼
申し上げます。
　今開催もご来場者の皆様に奥浅草エリアを楽しんでいただくべく、「体
験」「仕入れ」「巡り会い」をテーマに盛りだくさんの企画をご用意いたし
ました。
　昨年同様、山谷堀広場で開催される「エーラウンド・マーケット」や、
街歩きを盛り上げてくれる「まちなかスポット」。加えて、1年空けてパワー

アップした「マテリアル・ギャラリー」。併せて、浅草ものづくり工房の
施設公開も開催されます。また新しい企画といたしまして、台東区主催の
「江戸まち たいとう芸楽祭」とのコラボ企画「まちかど映画会」と題し
た野外上映会を「エーラウンド・マーケット」で開催します。
　その他にも多数の方々のご協賛、ご協力の下、たくさんの企画をご用
意しております。まずは、このガイドブックのページを開いていただき、
下調べをして開催当日をお待ちください。またホームページでは、最新の
情報を随時更新しておりますのでそちらもご参照ください。
　奥浅草エリアの魅力は「モノづくりの街」であることと共に、奥浅草に
日々営んでいる「人」だと思います。どうぞその辺りも心に留めて街歩
きをお楽しみください。きっと良いことに巡り会えると思います。
　皆様に当日巡り会えることを、スタッフ一同お待ちしております。

浅草エーラウンド  実行委員長 川島 武雄／実行委員一同

秋浅草エーラウンド2018 へようこそ!

※表示時間は乗車時間で、乗換えに要する時間は含まれていません。
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交通アクセス

［ 主催 ］エーラウンド実行委員会

［ 後援  ］台東区、東京商工会議所台東支部

［ 協賛 ］東京地下鉄株式会社、OpenStreet株式会社、朝日信用金庫、みずほ銀行、城
北信用金庫、第一勧業信用組合、株式会社伊藤園、近藤株式会社、株式会社コロンブス、
Deaps Technologies株式会社、株式会社丸上、富田興業株式会社

［ 協力 ］東京都中小企業振興公社、東京都立皮革技術センター台東支所、東京都立城東
職業能力開発センター台東分校、公益財団法人台東区産業振興事業団、台東区社会福祉
事業団、浅草ものづくり工房、東都製靴工業協同組合、日本革類卸売事業協同組合、東
京皮革青年会、江戸まち たいとう芸楽祭、浅草したまちゼミナール、台東区立富士小学
校

［ エーラウンド発起人 ］富田 常一、今村 ひろゆき、城 一生、藤原 仁、上原 一男、武田 
和芳、本間 康之、長坂 守康、川島 武雄、徳永 勝也、河原 勢朗

［ エーラウンド実行委員会 ］実行委員長：川島 武雄／マーケット部：上原 一男、岡村 智
子、原川 久嗣、山本 恵美子／ツアー部：今村ひろゆき、千藤 寿美恵、城 一生、長坂 守康、
嶋村 眞佐子、本間 康之／サポーターズ部：波田野 圭佑、茅根 雅司、大塚 ちひろ／事務局：
寺島 裕美（聖天会）／運営：富田 常一、綾部 修治、薮原 和雄、中道 好一 ／イベントツー
ルデザイン：嶋村 眞佐子／編集・ウェブサイト制作ディレクション、広報：今村 ひろゆき（ま
ちづくり会社ドラマチック）、樋口 トモユキ（ローカルメディア）

［ ご協力いただいた方々 ］エディトリアルデザイン：高仲 明彦／ウェブサイトデザイン：長谷
川 孝行（すみだマガジン）／表紙写真：上石 了一（HiDaMaRi Photo Studio）／記録写
真：馬杉 真理子／空間デザイン：SOL Style／ TOKYO L ディレクター：アッシュコンセプト
／ TOKYO L デザイナー：新見 祐紀（ニイミ）、大畑 友則・瀧 ひろみ（スイッチデザイン）、關 
博旨、馬渕 晃／橋本 晃仁（産業研修センター）／稲川 實（皮革産業資料館）／城 一生（浅
草ものづくり工房）／毛塚 雅清（台東区まちづくり協力員会）／青木 繁弘（千束通り商店街）
／ LOOP企画運営の皆様／ I want YOU企画運営の皆様／浅夜市夜参加店の皆様／ツアー
協力企業の皆様／エーラウンドファミリーの皆様／サポーターズの皆様

浅草エーラウンド 検 索

お問い合わせ：エーラウンド実行委員会事務局　〒111-0032 東京都台東区浅草6-20-6 聖天会館内
TEL.03-3873-6564　FAX.03-3873-6565　E-MAIL.hello@a-round.info

http://a-round.info/

 ［会場］浅草・奥浅草エリア一帯
 ［時間］ 10:00-18:00（最終日のみ17:00）
 ※一部、店舗や会場により開催日時が異なります

 10月19日 
金

 20日土 21日日

浅草ものづくり工房施設公開
江戸まち たいとう芸楽祭

同時
開催
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［ 目的別おすすめコース ］
メイド・イン・浅草の革製品を
手に入れる
プロ仕様の材料や道具を
手に入れる
ファミリーで巡る奥浅草
モノづくりの現場を巡る
下町個性派グルメの旅

エリアマップ
エーラウンド・マーケット
マテリアル・ギャラリー
注目企画
まちなかスポット
出店者一覧・
ワークショップなどの詳細

秋浅草エーラウンド2018

index
  革の街、奥浅草の奥深さ。
奥浅草とは浅草寺・言問通りの北側に広がり、東に隅田
川を臨む面積およそ2㎢のエリアの通称です。革をなめ
すのに必要な水に恵まれたこの地は、明治維新後の西
洋靴（軍靴）普及の波を捉えて、近代皮革産業発展の中
心地となりました。以来150年の時を重ね、製甲（アッパー
の制作）や底付け（ソールの制作）など専業の職人、革問
屋、各種金具販売といった関連業種が集まり、現在でも
革靴の生産出荷額は神戸や大阪をおさえて日本一を誇り
ます※。
2代目、3代目が引き継ぐ古くからの町工場に加え、近年、
若手が立ち上げた新しい革関連ブランドの出店が相次ぐ
など、新陳代謝も進んでいます。また歴史に目を転じれば、
古くからの神社仏閣が点在し、江戸中期には奉行所公認
の歌舞伎小屋が設置され繁栄した一方で、吉原や山谷と
いった深みのあるエリアも抱えています。また、表玄関
の浅草とは一味違う、個性とこだわりあふれる飲食店も
皆さまをお待ちしています。
観光地浅草のすぐ裏手に広がる、味わいのある一帯をご
堪能あれ。
※革靴関連7品目の都道府県別合計出荷額、平成26年工業統計調査（経済産業省）「品目編」より算出

スポット情報の見方

1  出店日時

2  マップ番号

3  出店者名、企業名

4  カテゴリーアイコン

5  見どころ、出店内容

6  出店場所と URL

19日 9:00-18:00／20日 9:00-17:00／21日 10:00-15:00

 東浅草2-12-2   b-sense.jp

靴・バックなどの金具の製造卸業
今年もやります! 通
常は卸の方中心の
商売ですが、エー
ラウンドの3日間は
個人で物造りをし
ている方 に々も販売
します。是非お立
ち寄りください!

美アンドセンス
MAP
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アイコンはそれぞれの出店内容を示し
ています。

買い物 飲食

展示・見学・体験 仕入れ
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