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江戸・東京  知の交差路

“グレーター
アキバ”
秋葉原・神田・神保町めぐり
ラジオ会館
ドン・キホーテビル＋AKB48劇場
ジャンク通り
米沢嘉博記念図書館
古書店街

エンタメ・メディア文化の街

東京都心の東北部に位置する「UP TOKYO（東京文化資
源区）」には、近世・近代・現代と、時代をまたぐ文化資
源が半径３キロの徒歩圏に集中的に立地しています。その
中で、秋葉原駅から神田川に沿って西の駿河台・神保町
へ続く「グレーターアキバ」のエリアは、秋葉原とつなが
りを持つ様々なメディアや文化の発信地であり、またエン
ターテインメントや消費の街としての人気を誇ります。

アキバのサブカルチャーを生み出した歴史

秋葉原は 21 世紀に入ってからアニメ・アイドル・ゲーム
など日本を代表するポップカルチャーの中心として世界的
に知られるようになりました。この「アキバ」をより広い
地域の中で捉え直すと、時代とともに変容してきたもの・
情報・知の交差路で生まれた文化的な欲望や流行が見え
て来ます。戦後の面影を残す秋葉原の電気街、常に変化
し続けるアニメ・ゲームのサブカルチャー、そして駿河台
と神保町の漫画・出版関係の文化を歩いてみましょう。

二つの「商店」街・
秋葉原と神保町の間を歩く

交通の要所である秋葉原駅から始まるこのルートは、時代
とともに変容してきた街を巡ります。フィギュアやアニメ
関連グッズのお店が多いラジオ会館を覗き、現代の秋葉原
を象徴するアイドルグループ・AKB48 の劇場へ。その後、
90 年代に街の牽引力となったパソコンの中古品を販売する
店が並ぶ「ジャンク通り」を歩き、駅の方へ戻って行く途
中に、戦後間もない頃から集積し始めた電気部品の商店の
名残「秋葉原ラジオデパート」を通ります。秋葉原を離れ
た後は、御茶ノ水の賑やかな学生街へ。明治大学の裏手
にある米沢嘉博記念図書館には、膨大な数の漫画が収蔵
されています。最後にたどり着くのは、神保町の交差点周
辺に広がる世界最大の古書店街。二つの交差路をつなぐ
ルートは、途中で長い登り坂があるので、十分休憩を取り
ながら歩いてください。

江戸・東京に潜む
知の交差路を紐解く

距離………約 3km
所要時間…約 1 時間半
始点「秋葉原」駅で利用できる路線
　● JR 山手線、京浜東北線、総武線
　●東京メトロ日比谷線
　●つくばエクスプレス
終点「神保町」駅で利用できる路線
　●都営三田線、新宿線
　●東京メトロ半蔵門線

●「グレーターアキバルート」

東京文化資源区案内 2� 日本語版

ラジオ会館
住所◉〒 101-0021
東京都千代田区外神田 1-15-16
開館時間◉ 10:00〜20:00
WEB◉ http://www.akihabara-radiokaikan.co.jp/

ドン・キホーテビル＋ AKB48 劇場
住所◉〒 101-0021
東京都千代田区外神田 4-3-3
電話番号◉ 03-5298-5411
開館時間◉ 9:00〜5:00

ジャンク通り
住所◉東京都千代田区外神田三丁目
秋葉原駅「電気街口」徒歩 7 分

米沢嘉博記念図書館
住所◉〒 101-0064
東京都千代田区神田猿楽町 1-7-1
電話番号◉ 03-3296-4554
入館料◉ 1F 展示室無料、2F 図書室 300 円〜（会員登録

が必要）
開館時間◉月・金14:00〜20:00、土日祝12:00〜18:00
WEB◉ http://www.meiji.ac.jp/manga/yonezawa_lib/

古書店街
住所◉東京都千代田区神田神保町 2-2
神保町駅 A1 出口すぐ

このパンフレットで
紹介した主な施設・スポット

●各施設の主な行事
日付は WEB サイトなどでご確認ください。

年に二回（秋・春）�

秋葉原電気街まつり� 秋葉原一帯

多数の参加店舗はまつり期間中に様々なお得なキャンペー
ンやイベントを開催します。

5 月中旬（2019年、2021 年…）�

神田祭� 神田明神、秋葉原、神田、神保町など

神田祭は二年に一度、5 月に行われる大祭で伝統的な装
束を身につけた人々による街中の行進が中央通りを通過
し、秋葉原も大変賑います。

10 月下旬〜 11月上旬�

神田古本まつり� 神保町一帯

半世紀以上前から開催されている神保町最大の祭りで
す。街は古本で溢れ、賑やかな市場に変わります。

グレーターアキバ
ルート

高低差から見る秋葉原・御茶ノ水・神保町
秋葉原と神保町の間に大きな起伏になっているのは、駿河台と
呼ばれる地域です。大学などがたくさん集積するこの高台は北
側に現在神田川が流れるのですが、もともと北岸の本郷台地の
突端部分に当たります。神田川は江戸初期に開削された水路で
す。駿河台と比べて低地になっている秋葉原と神保町の周りに
は、江戸時代に庶民が多く住み、市場街になりやすい地形でし
た。
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3 ジャンク通り

4 米沢嘉博記念図書館

5 古書店街

1 ラジオ会館

2 ドン・キホーテビル＋AKB48 劇場

右下の人物は江戸の情報屋 @ 秋葉原。
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グレーター
アキバの
エピソード
江戸の情報の交差路、ラジオ部品や古書の市場、
サブカルチャーの創作と消費の場として発展してきた
グレーターアキバの歴史を掘り下げてみましょう。

物の交差点から 
始まったアキバ 
▶情報屋も活躍する交通の要所
　江戸時代の秋葉原周辺は中山道、江戸城と上野寛永寺
をつなぐ御

お

成
なり

街道、そして神田川が交差する交通の要所で
した。江戸有数の職人の街として栄えた神田には、庶民の

暮らしの用品を製造・販売する職人、そしてその知恵を学
ぶ弟子が多く暮らしていました。この頃、都市の経済活動
を支える倉庫、問屋、市場が形成されたのは今の秋葉原に
当たる外神田でした。
　しかしここで取引されていたのは物だけではありません。
交通量の多い御成道の露店（現在の中央通り周辺）で、
須藤由蔵という町人は江戸の事件や噂の情報を拾い集め、
諸藩と江戸を行き来する人々に提供することで生計を立て
る「情報屋」として知られるようになりました。
　この地域はかつて江戸城の門外に位置していたことから

「外神田」という地名になっていますが、「秋葉原」の由来
は明治初期まで遡ります。当時は火事が多く、この周辺が
焼けた大火を機に東京府は神田と御徒町の間の火除け地と
して大きな原っぱを残し、鎮火の神様を祀る秋葉神社を創
建して以来、「アキハノハラ」、のちに秋葉原と呼ばれるよ
うになりました。

▶戦前は貨物駅・青果市場
　帝都の開発が進むと、大きな原っぱが 1890 年に新たに
敷設された鉄道の貨物駅へ転用され、駅の南側を流れる
神田川と連動する物流拠点になっていきました。関東大震
災後、もともと神田川の対岸にあった青果市場が駅の北西
の敷地（現在の UDX）に移転して「物の交差路」の性格
がさらに強まりました。

現在も電気街の 
面影を残す秋葉原
▶すべてはラジオ部品の露店から始まった
　空襲で大部分が焼失した神田が復興し始める中で、小
川町辺りの靖国通り沿いにラジオ部品の露店が立ち並びま

セプトカフェなど、アキバのサブカルチャーが街に溢れて
います。なかでも有名なのは、アイドルグループ・AKB48
の劇場です。このグループは 2010 年代の日本のポップカ
ルチャーの代表的な存在になり、全国にいくつもの姉妹グ
ループを生み出しましたが、この秋葉原の劇場を活動の本
拠地にしています。
　中央通りに溢れるアキバのサブカルチャーですが、その
多様性が初心者でもわかりやすくなっているのは、駅の南
側に 1962 年に開業した秋葉原ラジオ会館です。1998 年に
は、海洋堂、ボークスなどの模型やフィギュアを扱う店が
開業したことがきっかけで秋葉原はその後フィギュアを扱
う店が多く集うことになりました。10 階建ての建物には同
人誌やゲームのお店、イベントスペースやギフトショップ
まで揃っています。

サブカルチャーと出版が 
交差する学生街・駿河台
▶東京最大の学生街へ
　さて、この秋葉原の中心街から離れてみましょう。万世
橋を渡り、秋葉原の電気街の元になった露店がかつて集
まっていた小川町、そして駿河台方面へ向かいます。
　駿河台は日本の近代大学の発祥地であり、戦後に東京
最大の学生街として発展しました。御茶ノ水駅に沿って歴
史ある画材店の「レモン画翠」や、明治大学の前に並ぶ数
多くの楽器店は、これらの学生たちの創作活動を支えてき
ました。　

▶オタク文化がここで育てられた
　この地域の学生は、戦後すぐのラジオ部品の露店で働

いたり、またサブカルチャーの消費者として秋葉原と接点
を持ち続けてきました。ここで育てられたアキバのオタク
文化もあります。1970 年代に明治大学の学生で同人誌を
制作していた米沢嘉博は、同人誌を交換するコミックマー
ケットを創立し、ファンによる漫画作品をオタク文化の主
要な媒体に押し上げました。秋葉原から神田川に沿ってし
ばらく西へ進み、御茶ノ水駅周辺の楽器街を超えると、米
沢嘉博記念図書館が明治大学の裏手にあります。コミック
マーケットの創設者・漫画評論家として知られる米沢が一

描かれた人物や場面は、現代の漫画を思わせるかもしれま
せん。また、江戸時代の古書、医学の洋書、文学や哲学
の専門店を見て回りながらあらゆる分野や時代の世界に没
頭できます。また、神保町古書センターなど漫画を売るお
店もあります。
　古いものを大切にし、ゆったりとした喫茶店が親しまれ
ている神保町は、サブカルチャーの最先端を走る秋葉原と
正反対に思われるかもしれませんが、交差路に生まれた商
店街として、そして現代の文化の発信地として意外に近い
関係で結ばれています。

現在の秋葉原周辺の交差点で活動していた江戸の情報屋。「江戸府内絵本
風俗往来　下編」菊池貴一郎（芦乃葉散人）著より

戦後に露天商が秋葉原駅の高架下に集約されることを機に「電気街」が
誕生した

現在、神田川沿いには、万世橋駅の遺構を再利用した商業施設が賑わい
をつくり出している

楽器店が立ち並ぶ御茶ノ水駅周辺。ギターを中心に、ベース、バイオリン、
ドラムなどさまざまな楽器がそろっている

年代とともに、秋葉原の消費文化は電器からパソコン、そしてアニメやアイドルへ変わってきた

秋葉原は明治 20 年に火除け地として原っぱになっていた

神保町駅出口にある古書店。店頭にもたくさんの古本が並ぶ

した。東西をつなぐ幹線道路、鉄道で運ばれてくる軍用の
通信機器やラジオ部品を組み立てて販売する商いが大変
繁栄しました。近くの東京電機大学の学生も露店に雇われ、
主に食料品を扱う東京の闇市の中で、このエリアはとりわ
け電機部品を売る商店が多く集まりました。

▶電気街の誕生
　秋葉原駅の西側の高架下にあるラジオデパートは電気街
のシンボルとして有名ですが、実はこの闇市の名残です。
靖国通り沿いに広がっていた露店は 1949 年に GHQ に撤
廃を命じられた後、高架下の狭い空間に集約されます。今
も半導体やオーディオ部品を販売する小さい専門店が幾つ
もの通路に立ち並んでいます。電気部品の問屋は 1950 年
代にこの周りに徐々に増え、高度成長期の消費者が家電に
欲望を抱き始めると、これらのお店が小売業に転換し、秋
葉原の電気街は全盛期を迎えました。
　その後、秋葉原の消費文化にいくつもの変化の波が訪れ
ました。高架下を抜けて中央通りを渡った先にある「ジャ
ンク通り」と呼ばれる道では、90 年代にブームとなった
パソコンやハードウェアを取り扱う中古店が多く集まって
います。現在は、ジャンクパーツを取り扱うパソコン関連
のお店とコンセプトカフェが混在する面白いエリアとして、
秋葉原観光をする人々で賑わっています。

電器から 
多様化する消費
▶中央通りに溢れるアキバのサブカルチャー
　ジャンク通りを北へ進んだ後、秋葉原のメインストリー
ト・中央通りで駅の方へ戻ってみましょう。アニメ・ゲーム・
アイドルの関連商品を売るお店や、メイド喫茶などのコン

生のキャリアを通じて集めた膨大な量の漫画や同人誌がこ
の施設に所蔵されているほか、アニメ・漫画・ゲームのオ
タク文化の展示が行われています。

古書店街の神保町 

▶もう一つの交差路に生まれた本の街
　駿河台から神保町にかけてのエリアに、小学館をはじめ
とする漫画の出版社が多く集まっており、グレーターアキ
バとしての繋がりが様々なところで見られます。このルー
トの終点の神保町交差点にたどり着くと、店先に本を出し
ている小さい専門書店、空気に漂うカレーの匂い、ごちゃ
ごちゃとしている街で行き交う人々の風景が始点の秋葉原
を少し思い出させるかもしれません。神保町は秋葉原と同
様に、重要な交差路に位置し、商店街として発展してきま
した。しかし秋葉原で取り扱うものがラジオ部品から家電、
そしてパソコンとオタク文化の商品へと変わってきたのに
対して、神保町は 19 世紀から出版の町・日本最大級の古
書店街として存続しています。

▶最先端のアキバ・ノスタルジックな神保町
　江戸時代のポップカルチャーとして栄えた浮世絵は老舗
の原書房や一誠堂書店で販売されています。数世紀前に

UP TOKYOを歩こう
東京文化資源会議がつくる東京都心北部の新たな魅力

東京文化資源会議は、東京都心北部（東京文化資源区、
通称 UP TOKYO）の豊かで多様な文化資源に注目し、そ
の発掘・活用を通じて新たな文化資源の再創造につなげる
ことを目的とする、産官学民の有志からなる任意団体です

（2015 年 4 月発足）。
本パンフレットは、その活動の一環として、この地域内の
ユニークな文化資源を体験できる、ユニークなルートを紹
介するシリーズのひとつとして作成しました。

東京文化資源区案内 2「江戸・東京　知の交差路 “ グレーターアキバ ”
秋葉原・神田・神保町めぐり」

発行・問い合わせ先◎東京文化資源会議
［住所］〒 101-0054 千代田区神田錦町 2-1　［電話］03-5244-5450　
［FAX］03-5244-5452　［メール］info@tohbun.jp　
［WEB］http://tohbun.jp/

文・写真／ Sam Holden、菊地映輝、潘夢斐、逢坂裕紀子、柳与志夫　
撮影／小泉賢一郎　デザイン／スタジオ・ポット
2018 年 7 月 25 日発行／ 5,000 部／両面 4 色／マットコート 90kg

協賛企業

Google Japan G.K.



ドン・キホーテビル
＋AKB48劇場［住所］〒 101-0021　東京都千代田区外神田 1-15-16

［住所］〒 101-0021　東京都千代田区外神田 4-3-3
［電話番号］03-5298-5411

アニメに登場するシーンが
実際に再現されたことも

（「ラジオ会館に人工衛星が墜落」 © Hazumit 2011
http://flic.kr/typeblue/6290696509/

Licence at https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/）

秋葉原に建つビル
の中でも特殊な外
観。ドン・キホーテ
が入居することか
ら、現在はドン・キ
ホーテビル（俗称）
として知られる

かつてラジオの販売で栄え、今やサブカルチャーの
拠点になったラジオ会館 趣味の箱庭のようなレンタルショーケース

フィギュア専門店のディスプレイ

1 2
スポット スポット

　秋葉原ラジオ会館は 1962 年に開業しました。地上 8 階、
地下 1 階建ての同ビルは、当時秋葉原初の高層ビルとして
大きな話題を呼びました。ラジオという言葉が名前に入っ
ていることからもわかる通り、当初はラジオパーツなどを
扱う店舗が入居していましたが、1976 年に 7 階に日本の
パーソナルコンピュータ発祥の地とされる Bit-INN 東京
がオープンします。この施設は、日本電気（NEC）が発
売するマイクロコンピュータのサービスセンターやショー
ルームとして、多くのパソコンマニアが集い情報交換の場
として賑わいました。

  見どころ   フィギュア専門店
1998 年には、海洋堂、ボークスなどの模型やフィギュアを
扱う店がオープン。これらの店が開業したことがきっかけ
で秋葉原はその後フィギュアを扱う店が多く集うことにな
ります。

  見どころ    レンタルショーケース
ラジオ会館のお店に展示されているオタク
文化特有の「レンタルショーケース」も見
所の一つです。個人が小さいショーケース
を借り、その中に趣味を表したフィギュアや
トレーディングカードなどをセレクトして販
売するシステムです。多様なサブカルチャー
の箱庭を覗き込んで見てください。

  見どころ   アニメ作品にも登場
2009 年 に 発 売 さ れ、 そ の 後 ア ニ メ 化 も さ れ た

『STEINS;GATE』というゲームにも秋葉原ラジオ会館は登
場します。作中では人工衛星がラジオ会館に衝突する場面
がありますが、2011 年には実際のビルにアニメの場面を
再現するというプロモーションも行われました。

　総合ディスカウントストアのドン・キホーテは、2000　
年代に中央通り沿いのビルに、大型店舗を開店しました。
その際にドン・キホーテは 8 階にアイドルグループ AKB48
の専用劇場である AKB48 劇場をテナントとして入居させ
ました。この劇場と AKB48 の活躍によって、秋葉原に本
格的なアイドル文化が到来することになるのです。
　現代のアキバを象徴する AKB48 の本拠地となったこの
ビルは、時代に翻弄されながらも秋葉原の中で常に大きな
役割を担っています。もともとこのビルはミナミ無線電機
株式会社の自社ビルとして誕生しました。ビル内に開業し
た家電量販店「ミナミ電気館秋葉原本店」は、当時単一店
舗として秋葉原最大の売り場面積を有していたと言われま
す。2000 年代に入ってからは、ゲームや CD・DVD ソフト、
玩具・ホビー類などを取り扱う総合エンターテインメント
店「アソビットシティ」が新たに同ビル内にオープンします。
約 5,000㎡の売り場面積をもつ同店は、日本最大級のホビー
店として当時話題になりました。

  見どころ   AKB48 劇場
2005 年に誕生したアイドルグループ AKB48 は全国に姉妹
グループを持ち、世界中に多くのファンがいますが、今で
も秋葉原の劇場を本拠地にして定期的にパーフォマンスを
行なっています。

  見どころ   メイドカフェ
AKB48 劇場より一足早く 2004 年 8 月にメイドカフェの「@
ほぉ〜むカフェ」がビル内 5 階にオープン。現在も多くの「ご
主人様」から愛されています。

  見どころ   ドン・キホーテ
ビル内の 2 〜 5 階にかけて入居するドン・キホーテ秋葉原
店は、通常のドン・キホーテグループで販売されている商
品に加え、アキバ土産やコスプレ衣服など秋葉原ならでは
の品揃えです。

アイドルブームを巻き起こした
AKB48 の本拠点

ラジオ会館
時代とともに変わってきた
秋葉原の象徴

パソコンの中古店で
懐かしいパーツを漁

あ さ

る

懐かしい機種が並ぶ中古店

（左）ケバブが名物のトルコ料理屋台
（右）自動販売機で売られている熱々の「おで
ん缶」

3
スポット

　この通りには、ジャンクパーツと呼ばれる、壊れた―
あるいは動作保証の無い―パソコンパーツを販売する
お店が元々多く集まっていました。こうしたお店ではジャ
ンクパーツと共に怪しげな雑貨なども売られることが多く、
いろいろなお店を「漁る」楽しさがあります。しかし、パ
ソコン自作ブームの終焉や e コマースの普及に伴って、そ
れらのお店に替わってメイド喫茶などのコンセプトカフェ
が多数登場するようになりました。

  見どころ   ジャンクパーツ店
今は売られてない往年の名機や怪しげなジャンクパーツの
中からお宝を探してみましょう。あなたの目利きとしての
力が問われます。

  見どころ   

アキバ流ファストフード
ジャンク通りのもう 1 つの特徴は、秋葉原
の元々の客層であった「お一人様男性」に
向けた飲食店が多いことです。ジャンクパー
ツを漁りに来た際に、1 人でパッと食べられ
るラーメン店、牛丼屋、トルコ料理屋台が
多数軒を連ねます。これらの食べ物は決し
て高級なものではありませんが、ジャンク通
りにやってくる人々の胃袋を長年支え続けて
きた街の重要な資源なのです。

  見どころ   電気街からサブカルチャーへ
近年パソコンの自作ブームが終焉する中で、アニメショッ
プ、トレーディングカード店、コンセプトカフェなどのお
店が増えています。

ジャンク通り
［住所］東京都千代田区外神田三丁目
秋葉原駅「電気街口」徒歩 7 分

AKB48 のポスターが各階に貼られている

青果市場が秋葉原に
あった時代から営業し
ている牛丼屋「サンボ」



漫画・アニメ・ゲームの
サブカルチャーの展示を楽しむ

米沢嘉博
記念図書館

［住所］〒 101-0064　東京都千代田区神田猿楽町 1-7-1
［電話番号］03-3296-4554

54
スポットスポット

［住所］ 東京都千代田区神田神保町 2-2
神保町駅 A1 出口すぐ

神保町は約 180 店の古書店が集積し、世界
最大の古書店街として有名です。日本語が
わからなくても江戸や明治時代の貴重書を取
り扱うお店や各分野の専門店を巡って神保
町固有の雰囲気を味わうのは一つの楽しみで
す。また、版画を売るお店が多数あり、日本
の伝統的なカードゲームのカルタを扱ってい
る専門店もおすすめです。長い散策の終わり
に、日本の独特の「純喫茶」で休憩するのは、
神保町ならではの体験です。

  見どころ   

浮世絵に漫画の原点を見出す
原書房、山田書店、大谷書房などの老舗は、
多くの版画を取り扱っています。江戸時代の
ポップカルチャーとして花を咲かせた浮世絵
には、現代の漫画的な表現が多く見られます。
京都便利堂で幅広いセ
レクションの美術作品
の絵葉書を手ごろな値
段で買い求められます。

  見どころ   純喫茶
神保町といえば古書店
と喫茶店。路地裏に佇
む老舗、古いビルの二
階や地下に隠れるジャ
ズの異質空間…どの喫
茶店も店主のこだわり
を表した、ずっと変わ
らない雰囲気を味わえ
ます。 も と も と は 昭 和 28 年

（1953 年）にタンゴ喫茶と
してオープンしたミロンガ 神田古本まつりは大勢の人で賑わう

様々な資料が閲覧可能

世界最大の
古書店街を体験する

古書店街

米沢嘉博記念図書館は明治大学が 2009 年に開設したマン
ガとサブカルチャーの専門図書館です。マンガ評論家なら
びにコミックマーケット準備会代表として活躍した故・米
沢嘉博のコレクションを引き継ぎ、約 14 万点におよぶマ
ンガの雑誌や単行本、同人誌さらにはサブカルチャー関係
書を所蔵しています。1 階では企画展が開催され、2 階に
閲覧室があります。

  見どころ   豊富な所蔵資料
記念図書館には、戦後に発行されたものを中心に、マンガ

レモン画翠　御茶ノ水本店
1923 年創業の画材店。創業当初からまだ日本で珍しかっ
たヨーロッパの絵画用の画材と建築模型材料を扱ってき
た名店です。学生街の中で長年芸術家に親しまれてきま
した。

住所………�〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-6-12
営業時間…平日 10:00 〜 20:00　土日祝 11:00 〜 19:00（B1F
印刷コーナーは日祝休業）
WEBサイト……http://lemongasui.co.jp/

ソラシティ　街歩きステーション
お茶ナビゲートの「街歩きステーション」では、御茶ノ水
エリアのイベントや見どころ情報が大きな壁に掲示されて
います。また、タッチパネルの端末で 250 件以上のお茶の
水界隈の見どころからお気に入りを選択し、オリジナルの
街歩き地図を印刷することができます。

住所……〒 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水
ソラシティ地下 1 階ソラシティプラザ
営業時間…平日 11:00 〜 19:00　土日祝 10:30 〜 18:30
定休日…火曜
WEBサイト……http://ocha-navi.solacity.jp

アート・お土産スポット

グレーターアキバをさらに散策しよう

楽器店街
JR 御茶ノ水駅から神保町方面の明大通り沿いに立ち並ぶ
楽器店では、あらゆる楽器も、音楽関連書籍も販売され
ています。運命の楽器との出会いを求めてふらっと散策
してみてはいかがでしょう。

ワテラスコモン　ギャラリー
WATERRAS は神田の古き良き伝統を受け継ぎ、新しいま
ちのコミュニティーの拠点をコンセプトに、2013 年に完成
した複合施設です。ワテラスコモンの二階にあるギャラリー
は中央に大型デスクが設置されており、本棚に幅広いセレ
クション。イベントや展示がないときには自由に休めるフ
リースペースです。

住所………�〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-101
営業時間…11:00 〜 20:00
WEBサイト……https://www.waterras.com/common/

雑誌、単行本、同人誌、サブカルチャー雑誌など、幅広い
資料が所蔵されています。閲覧室を利用するには、目的に
応じて 300 円から始まる様々な会員コースがあります。詳
しくはホームページをご覧ください。

  見どころ   ギャラリー
無料で入場できる 1 階のギャラリーでは、マンガやさまざ
まなサブカルチャーに関する企画展が行われています。

米沢嘉博記念図書館は明治大学の裏手にある

HASSO�CAFFÈ�with�PRONTO
住所◉〒 101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目 22 番テラ
ススクエア 1F　電話◉ 03-6273-7775
営業時間◉平日 7:00 〜 22:00　土 11:00 〜 17:00
定休日◉日、祝　
URL◉ http://hasso-caffe.jp/ 協力：株式会社博報堂

撮影：SS 東京

歴史的建造物とともに
美しい景観を保つテラススクエア
神保町に程近いテラススクエアの特徴は、博報堂旧本館を
復元した 1F・2F 部分。明治生命館などを手掛けた岡田信一
郎による作品で、1930 年に竣工。新古典主義的でありながら、
人造石によるやわらかい印象の外観で、当時の面影を再現し
ています。
その中に「発想クロッシング」がコンセプトの HASSO 
CAFFÈ with PRONTO があります。ひらめきを生むひとと
きを提供しています。

街が重なる「クリアファイル」380円＋税
切り離すとラッピングにも使える「ノートパッド」380円＋税
道路にメッセージが書ける「マスキングテープ」430円＋税
旅への思いを綴る「ふせん」480円＋税
■取扱い店舗
お取扱い店舗は HP の ShopList をご確認ください。
http://www.zenrin.co.jp/goods/matimati/

街を楽しむ文房具
「mati mati」シリーズ

街歩きのお供に、本物の地図柄の文房具はいかがですか ?
丸の内の地図柄には赤レンガなどの「歴史的建造物」、表参
道の地図柄には「ファッション系の店舗」など、その街の特
徴とも言えるスポットが散りばめられています。「mati mati」
シリーズを片手に歩いてみると、街がいつもと違って見えるか
もしれません。

【コミュニケーションロゴタイプ】

単独使用タイプ（スローガンがつかない場合はこちらを採用）

▶各スポットの場所は地図上の★マーク参照

ものづくり館�by�YKK
住所◉〒 101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-1 YKK 和泉ビル
電話◉ 03-3864-2110　開館時間◉ 10:00 〜 17:00
休館日◉日・祝日　年末・年始（イベント開催日をのぞく）
URL◉ https://monozukuri.ykkfastening.com/

ものづくりの楽しさ・素晴らしさが味わえる場所 
〈ものづくり館 by YKK〉 

秋葉原駅の東側、神田和泉町にあるものづくり館 by YKK は、
ものづくりを通して、いろいろな人が立場の違いを超えて自由
に交流・情報交換できる場を提供します。１〜４F までの各
フロアでは、手芸・工作のワークショップなど各種イベントの
開催や、ファスナーやボタンなどの展示を行っています。街
歩きで足が疲れたら、今度は手を使ったものづくり体験はい
かがですか？


