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問合せ先：足立区産業経済部産業振興課商業係

        TEL.０３-３８８０-５８６５ E-mail sangyo@city.adachi.tokyo.jp

帝京科学大学学生と柳原商栄会訪問後、柳原二丁目付近の荒川土手にて

祝 新入学・新学年！
学割メニュー

千住お花見スポット

掲載！

空き店舗が新たな交流スペースとして、生まれ変わりま

した。珈琲やソフトドリンクは、学割が利用でき、商店

街内の店舗で買った惣菜、弁当、パンなども持ち込み可

能です。みんなで遊びにきてね。

Café しゃべり場 ①
住所：足立区千住龍田町 17-10

岸本ビル１階

℡ 090-6473-1808

営業時間：

土   10:00～19：00

定 休 日：日曜・祝日

イヌノメ報道サークルは、

Café しゃべり場を応援します！
■今回の案内人

帝京科学大学アニマルサイエンス学科

イヌノメ報道研究会

浅 野 真 実 さん  上 村 彩 さん

小松英里佳 さん  中 島 麻 里 さん

工 藤 誠 友 さん

空 き 時 間の 自

習空間として、

友 達 と おし ゃ

べ り の ひと 時

に、『ケーキセ

ット』がおすす

めです。

サークルのミーテ
ィングや新入生歓
迎会には最適の場
所です。
『特製ケーキ』で、
友達の誕生パーテ
ィーなど楽しい時
間を過ごせます。

新入学・新学期歓迎記念サービス  学ケーキセットが２００円

期間：平成２３年４月８日（金）から４月１５日（金）まで

東北関東大震災の被災者の皆様にお見舞い申し上げます。
自然の厳しさを痛感し、被災地のことを思うと心が痛みますが、新学年の時
期に、まちのこと、故郷のことを一緒に考えてみたいと思います。



学生さんをお迎えする柳原商栄会のお店

柳原商栄会が
『チャリティ交流会』を開催します
学生さんの参加をお待ちしています

開 催 日 時 ：平成２３年４月９日（土）午後２時から
集 合 場 所 ：柳原商栄会 えびすや ３
見学予定場所：区立柳原千草園 春の広場
参 加 費 ：学生さん一人５００円

商店街の味覚でおもてなし！
参加費は、東北関東大震災への義援金とし
て被災地に寄付します。

問い合わせ先：えびすや ℡03-3888-3577

足立区の木“さくら”
第３回

疎開通りの桜並木 ②
千住『大踏切』から荒川土手までの桜並木
疎開通り南側にある柳原一丁目の通りも桜並木

区立柳原千草園・春の広場の桜 ③

和秀屋精肉店 とんかつ ①
柳原の町で５０年、開業当時の味をそのままに、
柳原の味を作ってきました。新しい町で新生活
を始める貴方に、まずは「とんかつ」で柳原を
味わってみてはいかがですか。
肉のプロが揚げる一味違う「スペシャル」です。
定休日：火曜日 ／ ℡ 03-3882-5079

でんきタウン 千住 ③
新しい生活の準備は整いましたか。何か足りな
いものが有りましたら町の電気屋さんを覗いて
みてください。電気製品ばかりでなく、これか
らこの町で生活する、「楽しさ」や「安心」も見
つかるかもしれません。
定休日：日曜日 ／ ℡ 03-3882-0252

稲荷寿し松むら ②
テレビ、ラジオ、町の散策誌（散歩の達人）な
どの色々なメディアに多数取り上げられている
柳原名物です。
地域の運動会、遠足、お祭り、会合、おやつな
ど、町でおなじみの味です。貴方も一度、味わ
ってみませんか。
定休日：日曜日 ／ ℡ 03-3881-1790

えびすや ３
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。
学生さんには、ご飯を大盛りサービス。
定休日：月曜日 ／ ℡ 03-3888-3577

千住のお寺や神社、公共施設には、
個性的な桜の木がたくさんあります。
千住のまちを散策してみて下さい。

春の柳原地域は、

見事な桜がたく

さん咲きます。

ぜひチャリティ

交流会に参加し

て観にきてくだ

さい。

今回の交流会

では、阪神淡路

大震災におけ

る復興の取り組

みや体験談な

どを交え、災害

発生時に、自

分たちが何を行

動すべきかを地

域や商店街と

一緒に考えまし

ょう。



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。
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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。

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。

24 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
定休日：月曜日

℡ 03-3881-5977

25 一席二鳥
学１０％引き

木曜日は、どなたでも焼き
鳥のみ半額

定休日：日曜日、祝日

℡ 03-5244-2246

26 浅草豆 加藤商店
学４種類のそら豆を５％引

き
定休日：日曜日

℡ 03-3881-2934

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。

千住の街の気に入った所などを下

記のメールにご連絡下さい。

yanagihara.ongakusai@gmail.com
商店街の情報発信とともに、まちづ

くりに反映させていただきます。

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。

１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

定休日：日曜日

℡ 03-3888-5526

３えびすや
学ご飯大盛り、味噌汁の大

をサービスします
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。

４CaffeebarTEATRO
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

定休日：水曜日

℡ 03-5244-6182

５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
定休日：第１・第３月曜日

第２・第４日曜日

℡ 03-3888-4411

６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

定休日：日曜日、祝日

第２・第４土曜日

℡ 03-3870-4820

帝京科学大学

東京藝術大学

東京未来大学

放送大学

◍シアター1010

大踏切

千住本町商店街振興組合
旧日光街道の千住宿の沿道に形成

されたバラエティ豊富な業種構成

を有する商店街です。

商店街の路地を入ると 赤門寺の通

称で知られる勝専寺があります。

７洋品 マルオカ
学全品 5％引き

地元では数少なくなったメンズ

洋品店。スポーツ＆カジュアル商

品が中心です。幅広い年代に対応

できるよう考えています。

お買得商品も豊富にございます。

定休日：不定休

℡ 03-3888-0148

８㈲山崎ハウジング
学仲介手数料 10％引き

創業昭和 33 年、北千住エリアで

地域に密着した不動産会社なら

ではの情報をご提供しています。

優しい笑顔の女性スタッフがお

待ちしております。

定休日：日曜日・祝日

℡ 03-3882-2324

９Café KovaGarden
学ご飲食の 5％引き

ゆったりとした店内で、手作りス

コーンとケーキ、コーヒー・紅茶

が楽しめます。毎月、音楽や落語、

ビーズ教室などのイベントを開

催。イブニングセミナーも開催し

ています。詳細はＨＰへ！！

http://www.cafekova.jp/

定休日：日曜日

℡ 03-3881-6334

10 薄皮たい焼き
たい夢北千住店

学全品１０円引き
定休日：水曜日

℡ 03-3870-8781

11 飯島仁生堂
学生薬、ハーブ、健康茶類、

全品５％引き
定休日：日曜日、祝日

℡ 03-38881-2273

30 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

定休日：日曜日

℡ 03-3881-5912

31 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

定休日：日曜日、祝日

℡ 03-3888-4923

①Café しゃべり場
学学生優待パスポートを

配布（珈琲、ソフトドリ
ンク２００円）

27 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

定休日：なし

℡ 03-3882-4147

28 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
定休日：土曜日

℡ 03-3881-1725

29 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

定休日：日曜日、祝日

℡ 03-3882-5275
日ノ出町商店街
北千住駅東口から荒川の堤防へ至る通り沿いの商

店街です。周辺住宅地のみなさんや学生さんに親し

まれる商店街を目指しています。

２ヤマザキデイリーストア 須川商店
学商品５％引き
定休日：なし／℡ 03-3881-5746

16 ハウスコム㈱北千住店
学 通販カタログ nissen と

のコラボレーションによ
り、賃貸契約をご成約い
ただくとニッセンお買物
券を 2,500 円分プレゼ
ント！

皆様ご存じのｓｕｕｍｏエリア掲

載数№１の実績を有し、気軽に入

っていただけるフレンドリーなお

店です！親切、ていねい、そして

誠実をモットーに、ご希望にそう

ようご案内させていただきます

定休日：水曜日、１～３月は無休

℡ 03-5813-8456
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vol.３

◍千住 街の駅

12 ドンレミーアウトレッ
ト北千住店

学５００円以上お買上げ
でオリジナルマグカッ
プをプレゼント

工場直送のコンビニデザートの

アウトレット店！プリン５０円、

ロールケーキ端切れ１５０円～

など、通常より格安で季節のデザ

ートが楽しめちゃう☆

定休日：年中無休

℡ 03-5284-1158

※せんじゅスタイル vol.

１＆vol.２で紹介した№

番号の店舗の詳細は、足

立区商店街連合会ＨＰ

をご覧ください。

http://www.adachi-shoren.jp/

学：記載のサービス利用には、学生証を提示してください。

※学割メニューの利用は、原則として大学生を対象としていますが、店舗によっては、高校生
や専門学校生などの利用可能な場合もありますので、各店舗へおたずね下さい。

18 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
定休日：火曜日 ／ ℡ 03-3888-4635

19 やなぎ衣裳店
学成人式振袖、紋服、ﾚﾝﾀﾙ２0%引き。卒業式袴ﾚﾝﾀﾙ

２0%引き、但し他のサービスや紹介の併用は不可
定休日：火曜日 ／ ℡ 03-3881-0489

20NOVA 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
定休日：なし ／ ℡ 03-3881-3377

21 ジーンズメイト
学学割Ｄay：毎月第 2 月曜～金曜は学生証提示で、

全品ポイントカード 20 倍付きます
定休日：２４時間営業・年中無休 ／ ℡ 03-3888-3520

22 バラエティーショップ マスミ
学合鍵作製を１０％割引
定休日：火曜日 ／ ℡ 03-3881-2732

23 アッシュ北千住店
学カット１,５７5 円引き、カラーパーマ４０％引き。

カット＋縮毛矯正を９,４５０円（ランク料金、ロ
ング料金別途）

定休日：火曜日 ／ ℡ 03-5244-1222

17㈱ハウスパートナー
北千住駅前店

学３月末迄のキャンペー
ンで、学生さん、新社会
人さんは、仲介手数料３
万円引きします！

足立区、葛飾区、埼玉県、千葉県

の１２店舗のネットワークで、礼

金０、１Ｒ、１Ｋ、ペット可物件

等、学生さん向けの物件を多数用

意しています

定休日：水曜日、１～３月は無休

℡ 03-6850-1117

13 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

定休日：火曜日、日曜日

℡ 03-3882-1603

14 ヘアメゾンきょうや
学カット２,０００円（50％引き）、パーマ５,００

０円（50％引き）、メンズカット１,８００円、ヘ
アカラー３,５００円より

定休日：火曜日、第 3 水曜日

℡ 03-3888-5572

15 創作和食 粋心亭
学夜の一杯目（サービスメニューから）飲み物サー

ビス
定休日：木曜日、１２月は木曜日も営業

℡ 03-3882-3100
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東京電機大学

平成２４年春開校
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