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くにたちが、セールになる日。
子どもから大人まで大満足!!
「第 48 回 天下市」
（商業祭）開催のお知らせ
文卝地厅、学挷匙市、モ ンな街 などのイメージの勮い
市ですが、商店も元気です!! 秋の文化の日
前後に開催の「天下市」には約 100 店もの店舗・企業が大学通りに集結して各店独自のセールを開催します。
【開催期間】 2013
11 月 2 日（拋） 4 日（月・休）の 3 日間
【開催時間】 10：00 18：00（最終日は 17：00 まで）
【会
場】 大学通り緑地帯（JR
駅 南口前）
販売ブース／約 100 テント
イベント会場／東勽各 1 箇所（計 2 箇所）
【主
催】
市商工会捘 部
【協
賛】
市、
市商工会
【協
】
勜厺掊 、 勜消拌
【来場者数】 3 日間延べ 30 万人（卜
）

【オフィシャルロゴタイプ】

※「天下市」及び「天下市」ロゴは
国立市商工会の登録商標です。

○趣旨
毎 11 月 3 日の文化の日前後に われている「天下市」（商業祭）は
市商工会捘 部独自の発挹をもって、 和 39
11 月「今後、
自店の販売経営として天下に恥じない商人道を歩んでいこう。それがひいては消費者と共にある商店街づくり、消費者によって育てられ支え
られる商店づくりに発展されるであろう。」という基本スローガンに基づき開催されました。 匆来天下市は、
市内の商業者が日 の厤
の気持ちを込めて う捘空
市として定着し、毎回様 なイベントを開催し、今 で 48 回を迎えます。
○概要
JR 中 拓、
駅前から延びるメイン通り「大学通り」に、約 100 挗のテントを設営。各テントでは
市内の商店・企業が日 の厤
の気持ちを込めて「赤札」を続出するなど、毎回独自のセールを開催しています。 また、物販に限らず飲食店ゾーンも人気でおいしい名物
厄 を安値で提供するなど「天下市ならでは」のお得が目白押しとなっています。 このほか、大学通りを ん 東勽に各 1 箇所づつ設けら
れたイベント会場では、家族でも楽しめるイベントを日替りで開催。 尚、
「第 44 回一橋祭（11 月 2 日 4 日）
」及び「第 44 回市 まつり
（11 月 4 日）
」も同時開催され、 せて に楽しんで頂ける事と卩います。
○主なイベント（予定）
●約 100 店舗の商店・企業が大学通りに 3 日間集結して う各店独自の「捘空
市」
●東勾地 挲匊捤 地震の被災地の現在を風化させず、元気と活 を共卻する物勩展「今 もやります! 宮拝勿匩勜 物勩展」
●
から小学厛拯学 の子供挾に人気の「乗って遊ぼう! ポニーふれあい広場」、巨大バルーンの中で子どもが遊ぶエア遊具「ジャンプで遊
ぼう! ふわふわエアー」
●市内の参加店で使える「くにたちポイント抽選会」
●天下市会場内の特設ステージで われる「JCN マイテレビ 天下市会場から生放送!!」
●会場内で買い物をすると貰える抽選券を使った「買って当てよう! 抽選会」
●市内参加店を匏 し、スタンプを 5 種 集めた に卌挡品を勺 する「天下市スタンプラリー」（事前イベント）
●会場内の複数のライブカメラ映像をリアルタイムでネット配信、
そして会場の液晶モニターには Twitter も表示する
「天下市マトリックス」
●自動区販売店数 が モカーを展示して"天下市プライス特別商談会"や"マイカー講座"を う「天下市モーターシ ー」
●くにたち Style 認定商品展示会
●誰でも工作が楽しめる「作って遊ぼう! ちびっ子ものづくり」
市 の
ります。今

や卐
も

市商工会捘

市の はもとより、 勿の匭くの
にも捧しまれ、卜
も来場者数 30 万人（3 日間延べ）と大変ご好評を頂いてお
市商工会捘 部 びに出店者一掆となり に
させて頂く所掑です。 皆様のご来場を心よりお待ち致しております。
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第 48 回天下市スタンプラリー（事前イベント）
ご好評を頂いている開期前の事前イベント。
市内のラリー参加店を匏 し、スタンプを集めた に卌挡品を勺
卌挡品は天下市当日の本部テントでスタンプ卤 と匂 。

。

開所式（一橋大学正門前）
毎回初日の朝、地元"谷保天満宮"の宮 さんによる
いが勚り われ、
市 をはじめとする来 の
からお いの匟挺を頂 しております。
今回の天下市も無事に開催されますようお
え下さい。

物販および飲食品販売テント（大学通り左右緑地帯）
JR
駅前から JR 谷保駅まで延びる"大学通り"。
その左右緑地帯に約 100 テントが出店し、約 30 万の人が賑わいます。

今 もやります! 宮拝勿匩勜
ブース）

物勩展（一橋大学東門前特設

日本中を震撼させた「東日本大震災」
。被災地の現状を風化させず、元気
と活 を共卻する物勩展を開催。現地の商工会捘 部が天下市 出店し
ます。

買って当てよう! 抽選会（一橋大学東門前イベントブース）
豪華景品が当たる、空クジ無しの抽選会。
会場内のテントでお買い物をした際に貰える"抽選券"で参加出来ます。

乗って遊ぼう! ポニーふれあい広場（一橋大学南門前）
小学生までの子供に大人気の"ポニー"。
会場内のテントでお買い物をすると乗馬券が貰えます。

JCN マイテレビ 天下市会場から生放送!!（一橋大学東門前ブース）
天下市マトリックス動画配信&ツイッター・Facebook（本部テント）
JCN マイテレビがステージシ ー 会場の生中 を います。
また天下市マトリックスでは複数のライブカメラ映像をリアルタイムで
ネット配信。液晶モニターには Twitter と Facebook を表示します。

くにたち Style 認定商品展示会（一橋大学東門前ブースイベ
ント出店）
"
らしさ"を活かした商品・サービスに与えられる"くにたち Style"
のマーク。そんな認定商品の展示・販売を う人気のテントです。

石和温泉の足湯（一橋大学東門前特設会場）
勿
市の石和温泉から"本物の温泉"が二日目と三日目に到着。
ポカポカの温泉が遊び疲れた足をじっくり癒してくれます。

ほか各種イベント（一橋大学東門前イベントブースなど）
くにたちポイント抽選会や毎 様 なイベントを開催。天下市モーター
シ ーなど、おか さまで毎回ご好評を頂いております。今 も"新しい
天下市"にご期待下さい!!

本部テント（一橋大学正門前）
天下市
を勚り捸卲る本部テント。
イベント匽内はもちろん、叉とし物・
べく、
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市内商店・企業の拊 経営者及び 業員で拧成されています。
部員数 70 名＋事務局 1 名。
（2013
9 月 1 日現在）
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