
初めての
ひとり暮らし
自分らしい素敵な空間と時間を

気持ちよくひとり暮らしをスタートさせるために

こっそり教えちゃう!
お気に入りにしたいカフェ＆レストラン
食べて！お茶して！笑って！心も身体も幸せに、
特別な時間を過ごせるお店を新発見。

●三浦春香　［実用春日ホーム株式会社　春日店］
●平林美津保　［実用春日ホーム株式会社　小石川店］

実用春日ホームグループ社員にインタビュー！
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本当に知りたいQ&A

街の不動産屋さんがつくるタウン誌。住む知る 文京
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ほかにもあります！
ひとり暮らし向けオススメ物件はこちら。

［資料請求番号］No.14306Special
Selection 駅近の新築物件！ 

ペットもOK！ なんと角部屋！

賃貸マンション
［物件種目］

ル・シック湯島 Cタイプ（1K）
［物 件 名］

文京区湯島2-23-6
［所 在 地］

［賃貸条件］

99,000円
管理費8,000円
敷金1ヶ月・礼金1ヶ月

　初めてのひとり暮らし。それは、独立の第一歩とも言
えるでしょう。これまで一緒に過ごした親元や家族ある
いは友達から離れ、開放感とともに不安を感じる人も多
いのではないでしょうか？そんな時、案外頼りになるの
が「住む場所のスペシャリスト」近所の不動産屋さん。部
屋の選び方から周辺環境、お店や病院まで細かい情報を
網羅しています。今住む物件だけでなく将来の住み替え
を考えたこれからのライフプランをアドバイスしてもらえ
ることもあります。住みたい地域が決まったら、まずは
最寄り駅の不動産屋さんに相談してはいかがでしょう。

［湯島］

一人暮らしに便利なものは、近所のコンビニやスーパー。

あると嬉しいものは歩ける距離の銭湯！

たまには大きな浴槽でゆったり過ごすのもいいもの

快適な一人暮らしをスタートしましょう。

気持ちよくひとり暮らしをスタートさせるために

スーパーやドラッグストアなどの生活基盤となるお店がどこにあ
るのか。また緊急の場合に備えて、コンビニや病院がどこにある
のかもチェックしたほうが良いと思います。

A
初めての一人暮らし。ここだけは絶対チェックポイントは？Q1.

Question

通常「前家賃」「敷金」「礼金」「仲介手数料」「火災保険料」が掛
かります。物件によっては「保証会社加入料」「生活サポート加入
料」「鍵交換費用」などが必要な場合もあります。気になる物件が
あれば、スタッフに相談することをオススメします。

A
入居するときに実際にかかる費用は？Q2.

Question

まず図面に記載されているオートロック等の設備をチェック。現
地では、バルコニー近くに上れそうな木がないか、人が隠れられ
そうな物はないかもチェックすると良いと思います。

A
防犯性の高いマンションの見分け方は？Q3.

Question

挨拶をしておくと印象は良いでしょう。最近はそういったコミュニ
ケーションが減ってきましたが、特にファミリータイプのお部屋を
お探しの方は、今後の付き合いを考えると、挨拶をしておいたほ
うが良いかと思います。ワンルームの多い賃貸タイプでは、お付
き合いすることも少ないので、しなくても大丈夫かと思います。

A
オーナーさんやお隣さんには挨拶した方が良い？Q4.

Question

本当に知りたいQ&A

初めての
 ひとり暮らし
自分らしい素敵な空間と時間を

Close UP!
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自家製マフィンが人気！

白
山
通
り

指ヶ谷小

クイーンズ
伊勢丹

春
日
駅

文京区のとある下町の路地裏にひ
っそり佇む小さなカフェ。毎朝焼
き上がるフィリングたっぷりで大
ぶりなマフィンが看板メニュー。
お食事系とスイート系の両方をご
用意。イートインの他どちらも朝
食、おやつ用にテイクアウトも可
能です。

 03-3818-1070
住 文京区白山1-5-5 
時 12：00～19：00
休 火曜日

扌週替わりお食事マフィンプレート。マフィンは2種
類から選べる。スープのファンも多い。

扌15種類の野菜を使ったサラダのほか、温野菜や焼いた野菜の料理
もお勧め

扌（左）白を基調にし
たシンプルで落ち着
いた客席
（右）あたたかみのあ
るとてもアットホー
ムな雰囲気の店内。
ワインセラーも完備

➡

ゆったりとし
た時間を楽しめ
る店内。

➡

かわいらしい
木製の看板が目印。

➡毎週木曜だけ限
定販売している「木
曜のマフィン」。中
身は週替わりです。

http://www.kurumikeikaku.net

［白山］

包み計画
くるみけいかく

後楽園編 谷根千・西片編茗荷谷・大塚編

こっそり教えちゃう! お気 に入りにしたいカフェ＆レストラン
食べて！　お茶して！　笑って！　心も身体も幸せに、特別な時間を過ごせるお店を新発見。

マクドナルド

春
日
駅三菱東京

ＵＦＪ

 03-5840-6727
住 文京小石川1-6-1
時 11：30～23：00
　 11：30～15：00（ランチ）
休 月曜日（予約可）

フランスの家庭料理を身近に

白
山
通
り

春
日
駅

柳町小

クイーンズ
伊勢丹

 03-3868-2742
住 文京区小石川1-27-5
時 11：30～23：00
　 11：30～15：00（ランチ）
休 HP参照

扌ウィンドウにかわいらし
い装飾がされた外観。

扌静かにジャズが流れ、とても心地
が良い雰囲気の店内。

扌「若鶏モモ肉の蒸し焼きバスク風」バスク地方の家庭料理で柔らか
く蒸し焼きにした鶏にトマトベースのピリ辛ソースがワインによく合う。

小石川・白山編
文ぶら新発見
ココイコ！

文京区小石川でお店を始めて14年。地元の幅広い
層に支持されるイタリアンレストラン。野菜中心の
メニューが女性に人気です。ランチ時には自家製
フォカッチャかバケット付き。スタンプ10個でシェ
フ自慢の手作りデザートが無料！

地元に愛されるカジュアルイタリアン

［小石川］

レストラン soramame
そらまめ

Restaurant soramame  @soramame_kasuga

［小石川］

http://www.trois-haricots.com

cuisine trois haricots
キュイジーヌトワリコ

料理人のオーナーシェフとジャズ歌
手のマダムが始めた小さなフランス
料理店。身近にある食材を使って、
伝統的な味やシェフの新しい提案を
ふんだんに盛り込んだお料理が気
軽に楽しめる店。
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文京シビックセンター

春日町富坂下

後楽園駅前

こんにゃく
えんま前

西片

4a4b
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8
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A5
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●区役所

セミナールーム
●

富坂サテライト
●

大江戸線
春日駅

南北線
後楽園駅

丸ノ内線
後楽園駅

三田線
春日駅

●天眼寺
●❷

根津一丁目

1

2

言問
通り

不忍通り
千代田線
根津駅

●拓殖大学

小日向四丁目　
バス停●

❽
3

1

❼

春日通り

丸ノ内線
茗荷谷駅

www.jkhome.com
「実用春日ホーム」と検索して下さい。（PC・携帯共通）

実用春日ホーム株式会社　店舗紹介

この冊子に関するお問い合わせ

この冊子に記載された情報は2013年12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。

企画制作／ 実用春日ホーム株式会社「SumuShiru Bunkyo」制作係
発　　行／実用春日ホーム株式会社

編集制作／有限会社クリエイト・ジェイ　TEL:03-5802-9595

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。

地元に根付いているからこそ、お客様に「文京区」の
本当の価値をお伝えすることが出来ます。

❶［春日店］
TEL:03-5684-0801（9:30～18:30）
東京都文京区小石川1-6-1　㊡水曜日
春日駅A4番出口・A5番出口を出てすぐ

❸［小石川店］
TEL:03-5684-0891（9:30～18:30）
東京都文京区小石川2-22-4　㊡水曜日
後楽園駅8番出口を出てすぐ

❺［西片店］
TEL:03-5684-0805（9:30～18:30）
東京都文京区西片1-15-7　㊡水曜日
春日駅A6番出口を出てすぐ

❼［茗荷谷店］
TEL:03-6902-5021（9:30～18:30）
東京都文京区小日向4-5-15　㊡水曜日
茗荷谷駅1番出口から徒歩2分

❷［根津店］
TEL:03-3822-1617（9:30～18:30）
東京都文京区根津2-15-13　㊡水曜日
根津駅1番出口から徒歩2分

❹［後楽園駅前センター］
TEL:03-5805-0820（9:30～18:30）
東京都文京区小石川1-2-2　㊡なし
春日駅6番出口を出てすぐ

❻［後楽園店］
TEL:03-5804-0855（9:30～18:30）
東京都文京区春日1-15-9　㊡水曜日
後楽園駅4b番出口を出てすぐ

❽［茗荷谷駅前サテライト］
TEL:03-6902-5023（9:30～18:30）
東京都文京区小日向4-7-12　㊡水曜日
茗荷谷駅3番出口を出てすぐ

Information




