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●岩鼻 佑貴  ［実用春日ホーム株式会社  江戸川橋駅前サテライト］
●小野寺 悠  ［実用春日ホーム株式会社  春日町店］

実用春日ホームグループ社員にインタビュー！
The Power of JKHome

Interview
Vol.33.34

お地蔵さんが見守る商店街でグルメを楽しもう
こだわり抜いた素材と素朴な味わいをぜひ！

“江戸川橋”エリア
スタッフおすすめスポット

NEW OPEN!

江戸川橋駅前
サテライトに行ってみよう！

JKH陸上部の精鋭7名が参加！

礫川マラソン
第43回

Close UP!



Close UP!

▼赤茶色のレンガ調の建物です。 ▼店頭にもおすすめの物件情報が出ています。

▲遠目にも目立つノボリが目印。

2017年11月20日にオープン致しました！江戸川橋周辺にお住まいの
方、お待たせいたしました。私どもは地域密着をモットーに色々な方
との出会いを大切に、真心を込めて営業してまいります。不動産全般
を取り扱っております。どんな些細な事でも構いませんのでお気軽に
ご相談下さい。みなさんのご来店心よりお待ちしております。

実用春日ホーム株式会社
江戸川橋駅前サテライト
〒112-0014
東京都文京区関口1-10-11

TEL  03-5206-5300
FAX  03-5206-5301
定休日  水曜日

営業時間  9：30〜18：30
　　　　 （土日・祝祭日も同じ）

アクセス
東京メトロ 有楽町線
江戸川橋駅2番出口から徒歩1分

江戸川橋公園前

華水橋

大日坂下

子育地蔵尊

関口一丁目児童遊園

みずほ銀行松屋

三菱東京
UFJ銀行

3

4

2

1a

1b

神田川

首都高5号

江戸川橋駅

三菱東京UFJ銀行
の向かい側にある

 建物です！
ご来店お待ちしております！

▲春には神田川沿いの桜がキレイなエリアですよ。

茗荷谷店より異動してきました。日々、周辺物件・環境な
どを研究しています。今までの環境とはまたひと味違う雰
囲気が、とても新鮮に感じています。ご来店いただいたご
縁を大切に、親身な営業を心掛けいきます！

江戸川橋駅前サテライト 営業 岩鼻より

NEW OPEN!

江戸川橋駅前　
サテライトに行ってみよう
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神田上水
旧白堀跡

鳩山会館

山吹町

■3

■1

■2

江戸川橋駅

ホテル
椿山荘

関口台町小

鶴巻小

新宿山吹
高校

三菱東京
UFJ銀行

大泉寺

新目白通
り

関口三丁目
公園

外
苑
東
通
り

首
都
高
5
号
線

目
白
通
り

神
田
川

Close UP!

東京メトロ有楽町線「江戸川橋駅」を中心に、神田川沿いに広がる
エリア。南側に新宿区と接しており、神楽坂へも歩いて行ける近さ
です。神田川の上を首都高が走り、車でのアクセスも良好。そして、
少し路地に入れば下町情緒が味わえる街でもあります。「子育て地
蔵」が目印の「地蔵通り商店街」は、細い通りに商店が並ぶ昔なが
らの商店街で、イベントや青空市が催されていて活気があります。
また、川沿いの自然や庭園など都心にありながら緑に恵まれ、散策
にはうってつけ。ぜひ一度この街を歩いてみませんか？

江戸川橋とは？
早稲田から飯田橋付近の神田川は、かつて「江戸川」と
呼ばれており、それはこの近辺を指す地域名でもあり
ました。川の名称が統一された今も、橋や駅、公園な
どにその名が残っています。

所在地：文京区関口1-7-4

江戸川橋交差点から南
へ歩いていくと、左手に
商店街の入口があり、そ
の角に立派な祠が建てら
れている。赤ん坊を抱え
た姿の「子育て地蔵」は、
かつて神田川の氾濫で流
れ着き、里人がお奉りし
て以来、地元の方々に大
切にされている。この地が戦火・大火に見舞われな
かったことから「火伏せ地蔵」としても敬われる。

旧山県有朋邸の名残の庭園。宿泊客だけ
でなく、一般にも無料公開されており、
広大な敷地内で季節の植物や史跡が観賞
できる。春は桜、夏は蛍、秋は紅葉、冬
は椿と四季折々の自然の風景を楽しめ、
有形文化財の三重塔「圓通閣」をはじめと
した由緒ある史跡も多く点在している。

●1子育地蔵尊

3ホテル椿山荘の庭園

所在地：文京区関口2-1

神田川の北側に沿って、
東西に細長い公園。江
戸川橋駅の西から椿山
荘の付近まで、緑豊か
な遊歩道が続いている。
藤棚のテラスや休憩で
きるベンチ、あずまや
などもあり、散歩に最
適。川沿いにソメイヨ

シノが多く植えられており、春には大勢の花見客で
賑わう桜の名所としても知られている。

●2江戸川公園

今回の担当は  江戸川橋駅前サテライト 上村  です！

所在地：文京区関口2-10-8
開園時間：9：00～22：00

“江戸川橋”エリア

スタッフおすすめスポット
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地蔵通り商店街の入り口から最
初の交差点の右側にあるお店。
焦げた醤油の香りが食欲をそそ
り、思わず足が止まります。お
店の入り口で手焼き煎餅を焼い
ており、ついつい見入ってしま
います！焼きたての煎餅は風味
も食感も違います。自家製どら
焼きも絶品ですので、ぜひ！

本場から直送の、こだわりのパスタ・チ
ーズ・ワインはもちろんのこと、日本では
みられないイタリアの食材がずらり！見て
るだけで楽しくなります。各種計り売りも
してくれます。徒歩1分の系列店「イタリ
アンバール ブォングスタイオ 江戸川橋店」
で本格イタリアンが堪能できます。

昭和初期創業の歴史を感じる店
内で、ひとつひとつ焼く自家製
たいやきの老舗。皮は薄く上品
な甘さのつぶあんが、尻尾の先
までぎっしりでボリューム満点！
ちょっとした焦げ目がまた良い香
りです。ミニたいやき（こしあん
の人形焼き）も美味しいですよ。

お地蔵さんが見守る商店街でグルメを楽しもう
地域の人たちに親しまれるアットホームで楽しい＆美味しいお店を新発見！

扌パスタだけでもこの種類の豊富さ！他にも本
場イタリアの食材がぎっしり並べられています。
計り売りもしてくれます。

扌こだわりのチーズに生ハムも
ぜひ。試食もできます。

扌甘党の方必見！目の前で焼いているため出来
たてを食べられます。

扌備長炭で焼き、秘伝の
醤油で味付けをしています。
食べた瞬間の「バリッバリ
ッ」という音が違います！

扌広い店内に、高品質な国産米を使用した商
品がずらりとならぶ。

http://www.naniwa-ya.jp/ https://warisen.co.jp/company.html

http://www.apidea.co.jp/index.html

老舗たいやき

本場の食材ずらり

［江戸川橋］

たい焼き 浪速家
なにわや

 03-3268-6261
住 文京区関口1-5-8
時 10：00～18：30
休 火曜

 03-3268-1121
住 文京区関口1-7-2
時 9：30～19：00
休 日曜・祝祭日

 03-6280-8890
住 文京区関口1-2-7
時 11：00～ 20：00
休 不定休

関口一丁目
児童遊園

子育地蔵尊

セブンイレブン

首都高有楽町線江戸川橋駅

関口一丁目
児童遊園

子育地蔵尊

セブンイレブン

首都高有楽町線江戸川橋駅

関口一丁目
児童遊園

子育地蔵尊

セブンイレブン

首都高有楽町線江戸川橋駅

和の心

［江戸川橋］

［江戸川橋］

本手焼せんべい 喜作

イタリア輸入食品 ブォングスタイオ

きさく

ブォングスタイオ
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➡アップルパイやあ
んずタルト、もちろ
んショートケーキ
も！ 店内は甘い香
りで溢れています♪

扌米麹を中心とした天然酵母100％使用！
卵・乳製品不使用のパンもたくさんあります。

扌 ラム酒漬けのレーズン
が入った『大人のぶどう食
パン』。ワンランク上の味
を楽しめます。

扌 各種スコーン
やビスケットも揃
っています。

扌イートインスペースもありますよ。ぜひ！

➡イートインスペース。お散歩や
お買い物のちょっとした休憩に、
おいしいコーヒーもどうぞ！

扌コムダブおすすめ『ドライバナナとプル
ーンのリュスティック』（左）と、『フライドオ
ニオンとコーンのリュスティック』（右）

扌クリームパンやタルトなど、甘い物が好きな方にも満
足いただけます。総菜パンやサンドイッチも充実！

 03-3868-0057
住 文京区春日1-7-12
時 9：00～
　 （売り切れ次第終了）
休 月曜・日曜・祝日

［春日］

COMME D'HAB
コム ダブ

飯田橋駅、後楽園駅から徒歩7分の全
面ガラス張りでオシャレな外観のお店。
店名の“COMME D’HAB”は、フランス
語で「いつも通りに、自然体で」の意味。
バケット、スクレ、タルトなど、とにかく
バリエーション豊富で見ているだけで楽
しくなります。イートインスペースで、
おいしいコーヒーもどうぞ！

自然体の魅力

こだわり抜いた素材と素朴な味わいをぜひ！
地元ならではの癒しの空間をこっそり楽しめるお店を新発見！

春日通り
第三中学校

中央大学

牛天神下 小石川
後楽園

本郷台
中学校

大江戸線
本郷三丁目駅

丸の内線
本郷三丁目駅

本
郷
通
り

 03-3818-1728
住 文京区本郷2-29-10
時 11：00～19：00
休 月曜・日曜

春
日
駅

後楽園駅

文京シビックホール

尚美ミュージック
カレッジ

清和公園

 03-3816-4116
住 文京区本郷4-20-14
時 11：00～18：30
休 土曜日

春日駅A2出口から徒歩3分の青い
看板が目印のお店。添加物や保存
料をいっさい使っていない素朴な味
わいのホームメイドケーキを提供し
ています。イートインスペースでは、
ゆっくりとケーキとカフェが楽しめ
ます。ご希望に応じて生クリームの
トッピングもしてくれます。

素朴な味わい

［本郷］

ミッキーズ カフェ
Micky’s Café

本郷三丁目駅から徒歩2分、小さな路
地を入ったマンションの1階にある、
知る人ぞ知るベーカリー。生地は米
麹を中心とした天然酵母100％使用し
ています。人気の「大人のぶどう食パ
ン」から各種ベーグルまで種類も豊富
です。お店の詳細はFacebookでも
見られます！

天然酵母100％

［本郷］

すずのきべーかりー
すずの木ベーカリー
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JKH陸上部の精鋭7名が参加！

ハーフマラソンや駅伝を含
む文京区のマラソン大会。
礫川青少年健全育成会の主
催で11月下旬に行われる。
傳通院前をスタート・ゴール
とする1周3kmのコースは
起伏もあってなかなかハー
ドだが、沿道の声援が賑や
かな楽しいイベント。

「礫川マラソン」とは？

2017.11.26 am10:00˜

礫川マラソン

会社背負って
走りました☆

礫川小

小石川
郵便局

共同印刷

傳通院

文京シビックセンター

春日通り

千川通り

播磨
坂

白
山
通
り

コースマップ
1周3km

4周目までは練習通り順調でしたが、その後両足が攣っ
てしまいました。なんとか完走できたのは沿道の皆さん
の応援があったからです。一人で走っていたら攣った時
点であきらめています（笑）。フルマラソンへの道は遠い…

中尾（千石店）
ハーフマラソン
順  位▶70/76位

タイム▶2：18：19

沿道の方々より『実用さん頑張れ！』とのご声援を頂き、
とても励みになりました。ありがとうございました！ま
た、今年は 7人全員完走することができ、それぞれに共
通のゴールを達成し共感できたことが嬉しかったです。

森下（千石店）
ハーフマラソン
順  位▶67/76位

タイム▶2：10：01

初参加でした。5km以上の距離を走った経験が無い私で
すが、20kmの距離を走るハーフマラソンに出場しまし
た。運動好きではあるものの、足が棒になる程きつい距
離でしたが無事完走でき、良い思い出となりました。

杉田（春日町店）
ハーフマラソン
順  位▶58/76位

タイム▶2：01：15

1周3kmのコースを7周。実際走ってみると、2周で心が
折れそうでした。僕の事を知らない沿道の人が「頑張れ」
って応援してくれました。応援してくれる人の前で立ち
止まれない気持ちだけで完走できたと思います。

井上（西片店）
ハーフマラソン
順  位▶75/76位

タイム▶2：31：45

予想以上に好タイムを出せたので、来年は6kmで表彰台
を狙うか、ハーフに挑戦するか、トレーニングを重ねつ
つ決めたいと思います！ただ、みんなのハーフ完走後の
ボロボロな姿を思い出すと相当腰が引けます…

三木（千石店）
6km一般女子
順  位▶6/18位

タイム▶30：04

今回初のハーフマラソン参加ということで、気合いを入
れて毎週欠かさずにドラマ「陸王」を見ていました。結果、
76人中73位でした。竹内涼真にはなれませんでした。ご
声援ありがとうございました。

佐伯（後楽園店）
ハーフマラソン
順  位▶73/76位

タイム▶2：27：03

昔、所属していた自衛隊では『選択に迷ったときは、苦しい
道を選べ』と教わりましたが、正直、今回のマラソンは苦
しすぎました…。とはいえ、老若男女の参加者と応援の
皆さんに囲まれ、いい経験でした。来年は検討します（笑）

石丸（本店）
ハーフマラソン
順  位▶71/76位

タイム▶2：19：14

陸上部キャプテン

第43回

参加スタッフの結果とコメント

ご声援ありがとうございました！



東京ドーム

文京シビックセンター
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  東京都文京区関口1-10-11

  江戸川橋駅 2番出口から徒歩1分

  03-5206-5300
  9：30～18：30　　  水曜日

江戸川橋駅前サテライト13

  東京都文京区根津1-1-14

  根津駅 1番出口から徒歩1分

  03-3822-6150
  9：30～18：30　　  なし

根津駅前センター12

  東京都文京区小石川2-1-2

  後楽園駅 4b出口を出てすぐ

  03-6866-1230
  9：30～18：30　　  水曜日

富坂サテライト11

  東京都文京区千石4-46-14

  千石駅 A4番出口を出てすぐ

  03-5981-5081
  9：30～18：30　　  水曜日

千石店10

  東京都文京区小石川2-22-4

  後楽園駅 8番出口を出てすぐ

  03-5684-0891
  9：30～18：30　　  なし

小石川店3

  東京都文京区根津2-15-13

  根津駅 1番出口から徒歩2分

  03-3822-1617
  9：30～18：30　　  水曜日

根津店2

  東京都文京区小石川1-9-5

  春日駅 A5番出口を出てすぐ

  03-5684-0801
  9：30～18：30　　  なし

本店1

  東京都文京区春日1-15-9

  後楽園駅 4b出口を出てすぐ

  03-5804-0855
  9：30～18：30　　  水曜日

後楽園店6

  東京都文京区西片1-15-7

  春日駅 A6番出口を出てすぐ

  03-5684-0805
  9：30～18：30　　  水曜日

西片店5

  東京都文京区本郷4-16-5

  春日駅 A2番出口を出てすぐ

  03-5805-0820
  9：30～18：30　　  なし

春日町店4

  東京都文京区本駒込1-2-5

  白山駅 3番出口から徒歩2分

  03-3830-7055
  9：30～18：30　　  水曜日

白山店9

  東京都文京区小日向4-7-12

  茗荷谷駅 3番出口を出てすぐ

  03-6902-5023
  9：30～18：30　　  なし

茗荷谷駅前サテライト8

  東京都文京区小日向4-5-15

  茗荷谷駅 3番出口から徒歩2分

  03-6902-5021
  9：30～18：30　　  なし

茗荷谷店7

実用春日ホーム株式会社
店舗案内� LOCATION MAP

賃貸・売買の仲介や賃貸管理など不動産のことなら、
ぜひお近くの実用春日ホームへご相談ください！

13 言問
通り

根津小学校

根津図書館

東京大学
浅野キャンパス

根津駅

不
忍
通
り

2

12

駕籠町小学校

千石図書館

文京千石
郵便局

千石緑地

10
千石駅

白山通り

南天堂
書房

白山神社

白山上

東洋大学
白山キャンパス

白山駅

9

旧
白
山
通
り

子育地蔵尊

三菱東京
UFJ銀行

神田川

首都高5号

江戸川橋駅

新目白通り

13

窪町小学校

第一中学校

春日通り

小石川五
郵便局

拓殖大学
文京キャンパス

茗荷谷駅
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Information

※この冊子に記載された情報は2018年1月取材時のものです。変更される場合も
　ありますのであらかじめご了承下さい。

SumuShiru Bunkyo 2018 Winter Issue [vol.17]

2018年2月発行（季刊・通巻17号）
発　　行▶実用春日ホーム株式会社
企画制作▶  実用春日ホーム株式会社「SumuShiru Bunkyo」制作係

この冊子に関するお問い合わせ
編集制作▶有限会社クリエイト・ジェイ　TEL：03-5802-9595

「実用春日ホーム」と検索して下さい。
（PC・携帯共通）

www.jkhome.com
担当者の「生の声」で、文京区の最新情報をお知らせしています。

物件情報は随時更新！
文京区タウン情報も！

当社のホームページをぜひ一度御覧ください

賃 貸
For Rent

スタッフブログ
Staff Blog

タウン情報
Town info

売 買
For Buy / Sell

事業用物件
For Office

etc.

文京区で創立して18年［実用春日ホーム］にお任せ下さい！

求む！売却物件・賃貸物件

ご相談
お問合せ

◦文京区内に13店舗！地元密着ならではの営業力！
◦独自のホームページはファンも多数！
◦売却あんしんサポートサービスで売主様を応援！

一戸建 土地 収益物件マンショ
ン

オーナー様大募集！

　実用春日ホーム（株） 
　江戸川橋駅前サテライト
 03-5206-5300




