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食べてほっこり癒される心づくしのグルメを堪能
やっぱり千石には良い「手仕事」がそろってます！

“千石”エリア
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トレンドチェック！
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Close UP!

マンション設備の
　トレンドチェック！

今コレが人気です今コレが人気です

［資料請求番号］No.54915Special
Selection 平成２８年築の築浅マンション

人気学区域の１ＬＤＫ！設備も充実［大 塚］

賃貸マンション
［物件種目］

ミーレタツミ・茗荷谷
［物 件 名］

文京区大塚2-15-5
［所 在 地］

［賃貸条件］

160,000円
敷 1ヶ月・礼 1ヶ月・管 8,000円

“コレがあったら便利・快適・安心”

今、人気のマンション設備をご紹介します。

新しい設備や今どきのニーズから

住まい探しのヒントが見つかるかも！

ライフスタイル編

セキュリティ編

水まわり編

留守中に荷物を受け取れて、
再配達の手配や配達時間を気
にせずに外出できるのが人気
の理由。通販を利用される方
にはとても便利です。

宅配ボックス

防犯カメラ
ホームセキュリティ etc.

乾燥、換気をしっかりすること
で浴室のカビを防ぎ、掃除の
手間を減らせます。洗濯物も
乾かせる人気の設備です。

浴室乾燥機

迷惑なセールスや勧誘を避けやすく、
お子様のお留守番にも安心！ 犯罪抑
止効果も期待できます。録画機能があ
るものが人気。

モニター付きインターホン

追い焚き機能
温水洗浄便座
独立洗面台 etc.

ウォークインクローゼット
無料インターネット etc.

家具の配置がしやすい好間取り！
家具はレイアウト案です。
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文京
宮下公園

千石四丁目
児童遊園

西原町
児童遊園

■3

■1

■2
千石駅

大和郷学園

区立駕籠町小

駕籠町
公園

みずほ銀行
駒込支店

徳川慶喜
巣鴨屋敷跡

村田女子
高等学校

東洋文庫

六義園

六義公園

六義公園運動場

文京千石
郵便局

本駒込六丁目

白山通り

本駒込二丁目千石
駅前明化小入口

文京宮下
公園前

Close UP!

千石エリアは、小石川北部の西丸町、大原町、林町、氷川下町、
丸山町、西原町（巣鴨）、西丸町（巣鴨）などが合併し、1967年に誕
生。白山通りに面している千石駅周辺は、飲食店やコンビニも多く、
夜でも明るいので子育て世代のファミリーや女性の一人暮らしに
も安心の環境です。また、「六義園」や「千石緑地」、「小石川植物園」
など緑豊かな公園が多く点在しており、晴れた日の散歩や散策に
も最適。少し足を伸ばせば三田線の他、山手線、南北線、丸ノ内
線を選択できる利便性の高さから、幅広い世代が暮らしています。

所在地：文京区千石1-6

一橋徳川家より寄付された、武蔵野台地の先端にあ
たる白山台地と指ヶ谷の低地の境界にある緑地。樹
木が茂る敷地内には、樹齢100年以上と推定される
ムクノキの巨木がある。区民が自然に親しめるよう
に一部が開
放されてお
り、木製の
園路を歩く
と自然の中
を一周でき
るようにな
っている。

巣鴨村の新左衛門が貞享 5年
（1687）に稲荷社として創建。元
治元年（1864）には境内社大鳥神
社の「酉の市」が始まったといわ
れ、戦争による中断はあったもの
の現在に続く。近年では酉の市の
際、境内と商店街に熊手商はじめ
露店が多く立ち並び、当社を中心
に賑わいを見せている。

●1千石緑地

●3巣鴨大鳥神社

所在地：文京区千石1-25-3

交通の便がよ
く、閑静な住
宅街の中に佇
む図書館。昭
和 51年に木
造の民家を利
用し「子ども
の本」の貸出

をメインに開館され、改築などを経て現在にいたる。
教育と文化に貢献するとともに、地域ミュージアム
や大学とも連携し、講演会やイベントを企画。地域
住民のコミュニケーションの場ともなっている。

●2文京区立千石図書館

今回の担当は  千石店 黒澤  です！

所在地：文京区千石4-25-15

“千石”エリア

スタッフおすすめスポット
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茗荷谷駅からわずか1分、住宅
街にひっそりとたたずむパン屋さ
ん。幅広い世代のお客さんに愛
されるアットホームなお店です。
菓子パン、お惣菜パン、食パン
など種類豊富。日替わりパンも
あります。夕方にはパンがほと
んど残っていないほどの人気ぶ
りですので、お早めに！

桜並木で有名な播磨坂に面したパティスリー。
『Sadaharu Aoki』やフランス・ニースで修
行されたシェフが作るケーキは、見た目も香
りも華やかな絶品！ 是非こだわりのコーヒー
と一緒に味わってください。坂の景色を眺
めながらケーキを食べられるテラス席はなん
とペットOK。愛犬家さんも要チェックです。

教育の森公園のすぐ近くにある
カフェダイニング。素材にこだわ
った和定食、カレー、ガパオライ
スなどメニュー豊富。テイクアウ
トもできます。広い店内には座
敷席があり、お子様づれでも安
心。テラス席でのランチもおす
すめですよ。貸し切りでパーティ
ーもできちゃいます。

食べてほっこり癒さ れる心づくしのグルメを堪能
何気ない日常に彩りを添えてくれる 茗荷谷エリアの人気店を新発見！

扌素材にこだわった様々なパンが並んでいます。

扌一番人気の『シューアラクレーム』とベリー
香る『フロレゾン』。晴れた日はテラス席で。

扌外光が入る明るい空間はつい
長居したくなる居心地の良さ。

扌外はさっくり中はジューシーな『唐揚げ定食』が
一番人気。お味噌汁が身体に染みわたります。

➡パリの街角のような外観。

扌お洒落な店内。
デートにも◎

➡ 焼き菓子も充実。大
切な人へのギフトに。

扌 扌ショーケースには色とりどり
の綺麗なケーキが勢揃い。特別
な日には大きなケーキも♪

➡レンガ造りの素敵な外観。看板も目を引きます。

扌 見つけたらつい
入りたくなってしま
う、かわいい看板
が目印です。

扌 人気No.1のクリームパン。
ふわふわの生地としっとり濃
厚なクリームがたまりません。

http://panya-keat.com/

https://www.lessentielle.info/

https://hug-entrance.com/blands/
alldayhome.html

小日向の隠れ家的パン屋さん

播磨坂で優雅なティータイム

緑豊かな「和」のダイニング

［茗荷谷］

［茗荷谷］

［茗荷谷］

Pan屋 K’eat

L’essentielle

ALL DAY HOME
パンヤ  キート

レセンシエル

オールデイホーム

 03-5976-7050
住 文京区小日向4-7-4
時 7：30～18：30
 （売り切れ次第終了）
休 日曜、祝日

 03-6320-8669
住 文京区小石川4-16-7
時 10：00～19：00
休 木曜

 03-6902-9757
住 文京区大塚3-35-1
時 11：00～21：30
休 なし

小石川五丁目

第一中学校

竹早
テニスコート

播磨
坂

第一中学校

拓殖大学

丸ノ内線 
茗荷谷駅

春日通り

窪町東公園

交番

小石川
植物園

教育の森
公園
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扌 ➡ドアを開けた瞬間にパンの良い香りが…
綺麗に並べられた食パン達がお出迎え♪

扌チーズ・レーズン・めーぷるの食パンも人気！

扌この日は『煮卵・ポ
テトサラダ・タケノコ・
からあげ』のセット♪

扌外壁のスパイダーマンが特徴的！
千石のスーパーヒーローです。

扌内装もお洒落で
綺麗なお店です。

扌『鮭ハラス巻イクラ
のせ』。カリカリに焼い
た鮭を巻き寿司に！

扌具材は様 ！々『明太クリームチーズ』は、
女性に人気。

 090-4343-4626
住 文京区千石4-46-7
時  18：30～25：00
休 日曜・月曜

［千石］

縁むすび ふくや
えんむすび  ふくや

厳選具材！新潟コシヒカリ！有明産海
苔！と、素材にもこだわる美味しいおむ
すび屋さん。注文を受けてから握って
くれるので、暖かいものをいただけま
すよ♪ご飯も具材もたっぷりで食べ応
え抜群です！おむすび2個・お味噌汁・
漬け物・惣菜のセットもおすすめです。

できたておむすび！

やっぱり千石には良 い「手仕事」がそろってます！
もっと多くの人に知ってもらいたい“リピート必至”の名店を新発見！

千石図書館

千石緑地

みずほ銀行

三田線 
千石駅

千石図書館

千石緑地

みずほ銀行

三田線 
千石駅

千石図書館

千石緑地

みずほ銀行

三田線
千石駅

 03-3941-8812 
住 文京区千石4丁目37-18 1F
時 ［平日］10：00～20：00
　 ［土・日・祝］9：00～19：00
休 月曜・第1、3火曜
※第2、4月曜が祝日の場合は
　営業、翌日に休業します。

 03-6912-2026
住 文京区千石4-2-10
時 10：30～13：30　　
休 火曜

千石図書館

千石緑地

みずほ銀行

三田線 
千石駅  03-6912-1969

住 文京区千石4-45-16
時 9：30～19：00
休 木曜・日曜

［千石］

［千石］

スシバー　シードラゴン

Sushi Bar
Sea Dragon

千石駅近くにある、高い技術力で幅広い
世代に対応した理容室。小さなお子様の
カットもお手の物です！ 男女問わず気さ
くなスタッフさんが多く、アットホームな
雰囲気で入りやすいサロンです。リラク
ゼーションメニューも充実していますので、
日頃の疲れを癒しに、ぜひ♪

カリフォルニア、ハワイ、ミラノなど
海外でも活躍した寿司職人のマス
ターが腕を振るう寿司バー！江戸
前寿司、創作寿司の他、和洋問わず
美味しい肴をお値打価格でいただ
けます。店内はカウンターになって
いて、マスターやお客さんと盛り上
がれます♪英語対応も可能！

メンズ＆キッズヘアサロン

魅惑の寿司バー

［千石］

センゴク  ホンテン
SENGOKU 本店
http://www.ultra-sengoku.com/

いっぽんどう  ぶんきょうせんごくてん

「すぐ買いに行ける食パン屋さん」
をコンセプトとしてフランチャイズ
を出店している「一本堂」。生地は
もちもち食感で、外側の耳までほ
んのり甘みが感じられ、シンプル
ながらも飽きのこない味が魅力で
す。原材料にこだわった食パンは、
老若男女問わず大人気です。

大阪発の食パン専門店

http://shokupan-ippondo.jp/shop

一本堂 文京千石店
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経験者も初心者も元気に活動中！ J.K.HERMITS
Activities

チーム名：J.K.HERMITS（ジェイ・ケイ・ハーミッツ）

結成：2018年4月23日

人数：26名。男女社員が中心ですが、社外メンバ
ーも楽しく参加しています。

年齢層：20代前半～50代後半。平均年齢30歳前後。

経験者：経験者6名（3割程）、未経験者も楽しく活
動しています。

活動内容：月に2回の練習とノミニケーション。フット
サルを通じた社内の親睦や社外の方との交
流、健康促進を目的とし、大会参加や地域
リーグ開催等、活動を広げていく予定です。

活動日：月に2回、19時から2時間のトレーニング
（グラウンドの確保状況によります）。

活動拠点：文京区内の公共施設、および王子のフット
サル場を中心に利用しています。

コメント：飲み会だけでない、社内外の交流のきっか
けとして良い場になればと考えています。
ゆくゆくは地域リーグの開催を目指し、当
社の魅力である【地域密着】をより充実させ
る活動にしていきたいです。

TEAM INFO

WANTED対戦チーム大募集

TEL:03-6866-1230　  E-mail:tomiyama@jkhome.com

実用春日ホーム株式会社  富坂サテライト

富
とみやま

山 理
みちひろ

広［フットサル部キャプテン］
お問合せ

皆様からの挑戦状、

　お待ちしております
!!

熱戦！！
シュート！！

準備体操も忘れずに!

試合後の充実感…
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東京ドーム

文京シビックセンター

LaQua

こんにゃく
えんま

白
山
通
り

春
日
駅

後
楽
園
駅

1

3

5

6
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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　　  水曜日

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

SumuShiru Bunkyo 2018 Summer Issue [vol.19]

※この冊子に記載された情報は2018年6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。

2018年7月発行（季刊・通巻19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

表紙写真▶  小林達也（Sushi Bar Sea Dragon）

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

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。

当社のホームページをぜひ一度御覧ください

賃 貸

スタッフブログ

タウン情報

売 買

事業用物件

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
文京区内に13店舗！地元密着ならではの営業力！

一戸建 土地 収益物件マンショ
ン

オーナー様大募集！

物件情報は
随時更新！

 03-6902-5021
実用春日ホーム（株）茗荷谷店

 03-5981-5081
実用春日ホーム（株）千石店

ご相談、お問い合わせ




