牡丹町がある場所は︑古い地図を見て

み る と︑ち ょ う ど 牡 丹 町 通 り の あ た り

から海だったようです︒

その後︑江戸時代から埋め立てが進み︑

牡丹を栽培する農家が多かったことか

ら︑﹃牡 丹 町﹄と 名 付 け ら れ ま し た︒今

で も︑近 く の 古 石 場 親 水 公 園 に あ る 牡

丹 園 で は︑毎 年 四 月 中 旬 に な る と 五 十

種約三百六十株の牡丹が色とりどりの

花を咲かせています︒

町の境を流れる大横川ぞいは桜の名

所︒春 に は 遠 方 か ら の 多 く の 訪 問 客 で

にぎわいます︒

BIRRERIA KAPPA
たかたまこむぎ（パン屋）
セブンイレブン牡丹店
Bar MAA
ピンバイス（プラモデル）
きぬや（弁当）
やませい（居酒屋）
富井電器
中華 影近

秋には紅葉を楽しむこともでき︑一年

SHIPS

米のおおはら
佃屋（佃煮）
深川 貫太（定食）
東京東信用金庫
平原米店（弁当）

を通して季節のうつろいを感じること

watari（雑貨）
中華 三幸苑
洋食 ラ
・ヴォーノ
北海道海産（海産物販売）
江東牡丹郵便局
笑○（居酒屋）
アールツーホーム（リフォーム）
パティスリー コラージュ
川越屋（焼鳥居酒屋）
みずのとびら（カフェ）
Cafe Rin
SEED CAFE

ダイニングバー

ができます︒

cloudia 242（美容院）
Saotome-Ke（音楽と沖縄と鉄板焼き）
原澤歯科医院

うまとら（居酒屋）
コストファン（アウトレット）
牡丹薬局

下町の風情を感じつつゆっくりとした

深川ワイナリー東京
和ごころ 田なか（割烹居酒屋）
はっぴー（定食居酒屋）
お好み焼き 万年や
サンワ（清掃用品販売）
わいどぼー（居酒屋）
手打ちそば はなぶさ
珈琲園
酒菜 桃の木
じんのすけ本店（居酒屋）
焼鳥 深川まごろく
秋田料理 男鹿半島

時をお楽しみください︒

牡 丹 町笑 栄会 商店街加 盟 店

3 月下旬〜 4 月上旬

お江戸深川さくら祭り
牡丹町朝市 & アンテナショップ

7 月下旬

牡丹町納涼夏まつり
富くじ大会 & アンテナショップ

10 月頃

牡丹町まちの教室
12 月上旬

歳末感謝祭

富くじ大会 & アンテナショップ
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On the old maps of this region, the coastline is
shown have been right around where

Botan-cho, is well-known for its cherry

Botan-cho Street lies today. Land reclamation

blossoms, and visitors from near and far come

pushed the coastline southward during the Edo

to see the beautiful sight in spring. The fall

period (1603 - 1868), and the area came to be

foliage in autumn and the changing scenery

known as “Botan-cho” or “Peony Town” due to

throughout the seasons in-between are also

the large number of farms cultivating peony

delightful.

plants. Today, a peony garden is maintained

Late March to Early April

Oedo Fukagawa Sakura Matsuri

Cherry Blossom Festival with morning markets
and store booths

Late July

Botan-cho Nouryou Natsu Matsuri
Summer Festival with
lotteries and store booths

October

Botan-cho Community Classrooms
Early December

Saimatsu Kansha-sai

End-of-the-Year Festival with
lotteries and store booths

The Oyoko River, which forms one border of

We hope you have a pleasant time here in

inside Furuishiba Shinsui Park, and every year

Botan-cho, wrapped in the warmth of our

in mid-April, over 360 peony plants spanning

friendly community, as you continue your

50 species blossom in spectacular colors.

explorations.

Part of the Botan-cho Shopping Street Business Association

Fukagawa Winery Tokyo
Tanaka (Kappo Cuisine Izakaya)
Happy (Izakaya with Set Meals)
Mannen-ya (Okonomiyaki)
Sanwa (Cleaning Supplies)
Waidoboh (Izakaya)
Hanabusa (Handmade Soba Restaurant )
Kohien
Shusai Momonoki
Jinnosuke (Izakaya)
Fukagawa Magoroku (Yakitori)
Ogahanto (Akita Cuisine)
cloudia242 (Hair Salon)
Saotome-ke (Music・Okinawa・Teppanyaki)
Harasawa Dental Clinic

Umatora (Izakaya)
COST FUN (Outlet Store)
Botan Pharmacy
watari (Selected goods)
Sankoen (Chinese Cuisine)
La Buono (Western-style Cuisine)
Hokkaido Kaisan (Seafood and Grocery Store)
Botan-cho Post Office
Shomaru (Izakaya)
R2 Home (Home Renovation)
Collage (Patisserie)
Kawagoe-ya (Yakitori Izakaya)
Mizu no Tobira (Café)
Café Rin
SEED CAFÉ

Dining Bar SHIPS
Ohara Rice Store
Tsukuda-ya (Japanese Tsukudani Pickle Store)
Fukagawa Kanta (Restaurant with Set Meals)
Tokyo Higashi Shinkin Bank
Hirahara Rice Store (Bento)
BIRRERIA KAPPA
Takatama Komugi (Bakery)
7-Eleven Botan-cho
Bar MAA
Pin Vice (Plastic Model Store)
Kinuya (Bento)
Yamasei (Izakaya)
Tomii Denki (Electronics Store)
Kagechika (Chinese Cuisine)

