
北千住駅は、どこに行くのにも便利

で、生活しやすい街！
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千住大門商店街振興組合では、
「帝京カフェ」を設置しています。

帝京科学大学の学生さんに気軽に立ち寄っていただくために、店先に「帝京

カフェ」と名付けたテーブル・イスを設置しています。学生さん向けの特売

品なども展示・販売しています。

帝京カフェののぼり旗と帝京ブルーのチェックのテーブルクロスが目印で

す。休憩・語らいの場としてご利用下さい。

千住えびす会で、学生さんも参加したスイカ割り大会を開催しました。
7 月 24 日に夏の風物詩として、帝京科学大学の学生さんも参加して、スイカ割り大会を開催しました。子

供の頃の懐かしさや楽しさを思い出すとともに、千住での新たな思い出づくりになったと思います。

千住えびす会では、今後とも学生さんたちとの交流機会を創出していきます。

千住旭町商店街振興組合では、
毎月１日・１５日・２６日に

「学園通りミニ縁日」を開催しています。

商店街がたくさんあり、お店の人た

ちも個性があって魅力的！

千住宿からの発展の歴史に基づく

魅力が盛りだくさん！

12

月

秋の味覚大抽選会
開催日：10 月 28 日（金）～30 日（日）
開催場所：千住緑町商店街内
１０月２０日から１０月３０日の期間
中にお買物をした方に、スタンプ台紙を
プレゼントし、スタンプ 10 個集めると
１回ガラポン抽選ができます。

お休み処「千住 街の駅」
北千住サンロード商店街の通りに、ちょ
っと疲れた時に立ち寄れるお休み処が
１０月７日（木）にオープンしました。

第１８回柳原音楽祭
開催日：１１月７日（日）
開催場所：千寿桜堤中学校
「サンダル履きで気軽に行けるコンサー
ト」をモットーにしています。
高関健氏指揮、桐朋学園オーケストラ
100 人の演奏によるクラシックコンサ
ートをお楽しみください。
曲目：英雄の生涯（ﾘﾋｬﾙﾄ・ｼｭﾄﾗｳｽ）
入場料：７００円

第八回街道まつり
～これより四十里、奥州街道那須野の町～

開催日：１２月４日（土）、５日（日）
開催場所：北千住サンロード商店街内

（宿場町通り）
千住から発する諸街道沿線にある町の
協力を得て、各地の物産販売、名物品の
試食などが楽しめます。今回は奥州街道
です。紹介パネル設置や、パンフレット
の配布もあります。ぜひ、来てね。

※ 学 割 店 舗
紹 介 の 地
図 ① に 表
示 し て い
ます。

区内共通 プレミア

ム 商品 券 、 11 月

28 日販売開始！



昔ながらの飴屋さんのおばさんや、偶

然出会った町会長さんなど、千住の皆

さんは、気さくに対応してくれるのも

千住の魅力。千住の歴史も学べたし！

今回の案内人

帝京科学大学 生命環境学部アニマルサイエンス学科4年

小泉亜希子さん

東京電機大学 工学部機械工学科４年 菅谷紘希さん

東京電機大学 工学部電気工学科３年 萩原彰弘さん

新旧入りまじって活気にあふれる

千住の見どころのひとつは商店街！！

こんなところにまで！？と思うほど

千住のまちに縦横に巡らされた商店街を楽しもう。

商店街を楽しめば、千住ライフは１０倍楽しくなる！！

歴史のある下町は、学生の

財布にもやさしい街でし

た。

千住宿の街歩きには、

新旧取り混ぜた多彩

なお休み処がありま

す。神社の境内や公

園、団子を買って食べ

歩き、学びピア２１の

レストランもおすす

めです。

第 1 回

千住宿らしい歴史的な建物や、東京芸術

センターなどの新しい建物もあり、新旧

の魅力を感じ・楽しめる街。

千住宿の商店街から横道の路地に入ると新たな発見、

びっくりするようなことが盛りだくさん。自分の足と

目で、新たな発見をしてみると楽しいですよ。

千住本氷川神社の境内で見つけた「ラジ
オ体操発祥の地」石碑。思わず懐かしい

ラジオ体操を始めてしまいました。

路地の住宅の庭
先に、巨大ひま
わりを発見！

卒業式の衣装をどうしようかなと思って立ち寄った
ら、思いもかけない体験をさせていただきました。

千住宿につながる商店街は、

さまざまな店舗が並び、ゆっ

くり歩いてみると、レトロや

かわいい、クール・ジャパン

の見本市！
7 月と１月の１５・１６日の「えんま
開き」の縁日に来てみたい。

リーズナブルな街

発見の”路地の街

新旧魅力混在の街

さりげない演出の街

気さくな人情の街
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散策が楽しい街
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学生
歓迎

北千住駅西口美観商店街振興組合
北千住駅西口のメインストリート『きたろーど１０１０』、キャラクターの「わんさ君」や「JUJU（じゅじ

ゅ）ちゃん」が街のあちこちでお出迎え。「装う・飾る、くらし、遊ぶ、癒す、味わう」さまざまな業種で、

学生の皆さんの生活シーンに応じたサービスと商品を提供します。

学：記載のサービス利用に際しては、学生証のご提示をお願いします。
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千住大門商店街振興組合
帝京科学大学生の通学路として、店

先に“帝京カフェ”を設置し、学生

さんの憩いの場・交流空間を用意し

ています。

１喜田家 千住龍田町本店
学新定番商品「ロンドンど

ら焼き」を 100 円でご
提供。

各種創作和洋菓子を取り揃えて

いますので、親御さんへのお土産

にご利用下さい。誕生日用デコレ

ーションケーキもご用意してい

ますので３日前までにご予約下

さい。

℡ 03-3882-4147

２鮒忠 千住竜田町店
学焼き鳥・唐揚げを帝京プ

ライスでご提供。

ランチタイムには、５００円以下

のあつあつご飯の手づくり弁当

や、１本５５円の焼き鳥は食べ歩

きのおともにもってこいです。日

替わり目玉惣菜も大好評！

定休日：土曜日

℡ 03-3881-1725

３薬のレインボー
学店内医薬品・化粧品・日

用品を５％引き。試験用
の目の覚めるドリンク
３本２００円。

区内随一の医薬品アイテム数と

膝用健食を誇ります。息子２人も

学生ですので、気軽に声をかけて

ね。アルプスの救助犬 st.バーナ

ードが目印。

定休日：日曜日・祝日

℡ 03-3882-5275

４太子堂
学１００円の食べきりサ

イズのおやつ菓子小袋、
女子学生用のお菓子入
り巾着袋８０円～を用
意しています。

他店にはない大粒の大柿種やか

た焼きせんべいもお楽しみ。予算

に応じてお菓子の袋詰めします。

定休日：日曜日

℡ 03-3881-5912

５秩父屋
学コロッケなどの日替わ

り商品を帝京プライス
でご提供。

国産の材料にこだわった自家製

の手づくりコロッケなどは、食べ

歩きテイクアウト商品としても

好評です。

定休日：日曜日・祝祭日

℡ 03-3888-4923

北千住昭和会商店街振興組合
昭和１１年に、封切映画館を中心として、当時としては珍しい歩道を備えて商店街として設立されました。

現在は、オフィスビルなどが混在する街並みになっていますが、老舗の店舗と新しい飲食店などの新旧が共

存する魅力を楽しめる商店街です。

６とんこつ麺道
学帝京科学大学の学生さ

ん、替え玉何杯でも無
料。

厳選した素材にこだわった麺道”

を極めたラーメンです。店主が一

念発起してから三年、ついに完成

したザ・プレミアム・カレーラー

メンは至極の逸品です。

定休日：月曜日

℡ 03-3881-5977

８浅草豆 加藤商店
学４種類のそら豆を５％

引き。

２代目と３代目が素材と手づく

りにこだわっています。日本一と

評される塩豆や都内で唯一の手

むき落花生など、本物の豆の香り

と味・伝統文化を大切にしてお

り、広く支持されています。

定休日：日曜日

℡ 03-3881-2934

７一席二鳥
学１０％引き。

木曜日は、どなたでも焼
き鳥のみ半額。

全国を食べ歩いてたどり着いた

みやざき地頭鶏のランチメニュ

ーや、仕上げの麺類など、こだわ

りのおすすめメニューを用意し

ています。

定休日：日曜日・祝日

℡ 03-5244-2246

千住旭町商店街振興組合
商店街の愛称は、『学園通り』。バリ

エーション豊かな各種物販店や飲

食店などが並ぶ、学生生活応援商店

街です。

柳原商栄会
『きのう、きょう、あした。ずっと、

ずっと、かわらないもの。』そんな

言葉が似合う商店街。「柳原音楽

祭」、「めんそーれ柳原」、「雨も降ら

なきゃ虹も出ぬ」など、個性あふれ

る取り組みが楽しめる街です。

北千住サンロード商店街振
興組合
３００年以上の歴史とともに栄え

た旧日光街道の千住宿中心に位置

しています。年間を通じて実施し

ているさまざまなイベントも楽し

んで下さい。

16 文具トラヤ
学足立学園・ドッグビュー

ティー・東京未来大学・
潤徳学園・帝京科学大学
の学生さん対象に、文房
具を 10%引き。（一部除
外品あり）水曜日はどな
たでも 20%引き。

画材、デザイン・製図用品など、

足立区随一の文房具類のアイテ

ム数を用意しています。足立区の

文化芸術振興を象徴するキャラ

クター“アダチン”のグッズも販

売しています。

定休日：日曜日

℡ 03-3888-5526

12 エステティック・ラヴ

ィアンローズ北千住店
学エステティック全ての

コース（シミ・くすみ・
小顔・タルミ・肌荒れ・
ニキビ・ニキビ跡、プロ
ポーションアップ等、化
粧品）で 20%割引。

「人は健康であってこそ美し

い！」をモットーとして３０年

の実績。エステで使用している

バラのエキスを使用したオリジ

ナル化粧品も販売しています

定休日：火曜日、日曜日

℡ 03-3882-1603

17 えびすや
学ご飯大盛り、味噌汁の大

盛りをサービスします。

千住地域は、昔から川魚問屋が多

いまちです。学生生活４年間に一

度は、日本の昔からの伝統の味、

職人技の本格“うな重”1680

円を食べてみてはいかがですか。

定休日：月曜日

℡ 03-3888-3577

ミリオン通り商店街

昭和４０年代までミリオン座とい

う映画館があった。当時の面影を

残す懐かしいたたずまいの中に、

個性豊かな飲食店や手作りの店な

ど並んでいます。江戸時代から続

く仲町氷川神社の境内や仲町公園

は、静かで落ち着く休憩スポット

です。

14 うなぎ まじ満
学昼の定食大盛り無料。夜

は一杯目の飲み物半額。

遠赤外線効果のある備長炭で味

良く焼いた鰻や、通年７００円で

提供しているサンマ定食などを

お楽しみ下さい。

定休日：第１・第３月曜日

第２・第４日曜日

℡ 03-3888-4411

15 喫茶スナックルビー
学モーニングサービス（各

種有）50 円引き。ラン
チタイムサービス（日替
わり各種有）100 円引
き。

国産の材料で心を込めて作る安

心できる家庭料理。ランチは、ボ

リュームも満点です。

定休日：日曜日・祝日

第２・第４土曜日

℡ 03-3870-4820

11NOVA 東京北千住校
学入会金(通常 21,000

円)が無料！さらにレッ
スン料が毎月 20%引
き。

月謝制ですので、安心して無理の

ないレッスンを受講できます。個

人のレッスン状況をカルテ化し

ていますので、あなたのライフス

タイルに合わせて、全国どこのス

クールでも受講できます。

℡ 03-3881-3377

９ウォッチ＆グッズ・クロ

カワ
学天然石などの各種ブレ

スレットのみ 10％割
引。

身につける人の個性を引き出す

お洒落なデイリーカジュアルを

提案します。 多彩なアイテムの

中からファッションにエッセン

スを加えるお気に入りを見つけ

てください。

定休日：火曜日

℡ 03-3888-4635

10 やなぎ衣裳店
学成人式振袖、紋服、ﾚﾝﾀ

ﾙ 30%引き。卒業式袴ﾚ
ﾝﾀﾙ 50%引き。平成 23
年 1 月末まで有効。但
し他のサービスや紹介
の併用は不可。

伝統的な衣装から新作のドレス

やフォーマルウエアなど豊富な

バリエーションで、大切な日の装

いをお手伝いします。お気軽ご相

談下さい。

定休日：火曜日

℡ 03-3881-0489

13CaffeebarTEATRO
学ランチタイム：ドリンク

サービス（一杯）。ディ
ナータイム：アイスクリ
ーム・シャーベットのサ
ービス。

大型スクリーンのあるカフェや

大人の雰囲気を味わえるバー、貸

し切りパーティ－スペースも用

意しています。

定休日：水曜日

℡ 03-5244-6182

帝京科学大学

東京藝術大学

東京未来大学

東京電機大学

平成２４年春開校

放送大学
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