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【小石川・千石編】  
こんにゃくえんま商店街の底力、感じてください
いつまでも美しくありたい、女子力の高い街

●森下茂樹  ［実用春日ホーム株式会社  千石店］
●小澤紗以  ［実用春日ホーム株式会社  本店］

実用春日ホームグループ社員にインタビュー！
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Close UP!本店移転＆新店開設

実用千石ホームへ
ようこそ！

NEW OPEN!

本店新オフィスに
行ってみよう

引っ越しました！

新オフィスで

　待ってるよ〜♪



実用春日ホーム(株) 本店

〒112-0002
東京都文京区小石川1-9-5

TEL  03-5684-0801
FAX  03-5684-0802
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 南北線
後楽園駅 8番出口より徒歩2分

都営地下鉄 三田線
春日駅 A5番出口より徒歩2分シビック

センター

東京ドーム小石川後楽園
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言問通り

こんにゃくえんま
前交差点から
すぐです！

Close UP!

本店新オフィスに
行ってみよう

引っ越しました！

かねてより準備を進めてまいりました本店の移転を完了し、
6月29日より新住所にて営業を開始する運びと相成りました。
これもひとえに皆様のご支援のたまものと社員一同感謝いた
しております。今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。

⃝⃝⃝ごあいさつ⃝⃝⃝

▶ 大きなホワイトボードは
落書きOK ！

▲▶水槽のお魚たちもれっきとした本店の一員です

実用春日ホーム（株）本店の石丸でございます。元自衛官で
す。国家安全保障のことから不動産のことまでどんなこと
でもご相談下さい。フレッシュな本店スタッフ全員で皆様
のご来店をお待ちしております。

本店 営業 石丸より

▲ 入口の水槽にはクラ
ゲがゆらゆらしてい
ます

オープンしたての綺麗な店内には、いくつもの水
槽があり、可愛いお魚たちがお出迎え致します。
壁には大きなホワイトボードがあり、お子様に落
書きを楽しんで頂いております。三田線・大江戸
線『春日』駅から徒歩１分の立地ですので、どうぞ
お気軽にご来店下さいませ。不動産に関すること
なら、どんなことでもサポート致します！　
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Close UP!

▼畳のキッズスペースあります ▼店内は「森」をコンセプトに統一されています

▲物件情報は常時更新中！

▲  弊社シンボルマークの「ヤドカニ」君が
お出迎え♪

リフォーム済みの広々とした店内には畳のキッズスペースなどもあ
り、お子様連れの方でもゆっくりご相談いただけるお店になってい
ます。都営三田線千石駅から徒歩１分の好立地ですので、お買物・
お仕事・学校帰りにどうぞお気軽にご来店下さい。賃貸・売買など、
不動産のお悩みを親身になって解決いたします！

実用春日ホーム(株) 千石店

〒112-0011
東京都文京区千石4-46-14
青山ビル1階

TEL  03-5981-5081
FAX  03-5981-5082
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
都営地下鉄 三田線
千石駅 A4番出口より徒歩1分千石駅

千石一丁目

区立千石
図書館

松屋 小石川中学校

千石緑地

文京千石
郵便局

ファミリーマート

デニーズ A4

A2

A5

白
山
通
り

不忍通り

不忍通り沿い、
松屋のとなりに
あります！

ご来店お待ちしております！

実用千石ホームへ
ようこそ！

NEW OPEN!

千石地域の皆様はじめまして、実用千石ホームの中尾です。
賃貸から売買まで不動産のことなら何でもご相談下さい。
スタッフ全員皆様のご来店を心よりお待ちしております。
個人的にはゴルフ好きな彼女募集中ですが…。

千石店 営業 中尾より
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本場の四川料理

［小石川］

四川料理 胡一刀四代目
フーイータオヨンダイメリトルウッド

オープンしたばかりにも関わらず、お
客様でいっぱいの本格四川料理のお
店。高い天井、広くて綺麗な店内は
バリアフリー対応でゆっくりと食事が楽
しめます。ランチタイムはごはんと麺
の大盛りサービスやってます！ぜひ！

絶品パクチー！

［小石川］

ベトナムビストロ&パクチー専門店 
Vang Field
バンフィールド

野菜ソムリエがお店にいる週末は予
約必須のベトナム料理店が小石川に
新規オープン！味、お店の外観・内
観ともに女子会にもピッタリです。
大盛り無料の無農薬パクチーをぜひ
ご堪能下さい…絶品ですよ。

こんにゃくえんま商店街の底力、感じてください
老舗から新店まで、商店街で人気の飲食店を新発見！

扌ベトナム風春巻き【ゴイクン】のセットなど、お腹の
空き具合によって選べるのも人気の秘密です。 扌【ナシゴレン】オリジナルのピリ辛チャーハン

➡鶏のフォー【フォーガー】

扌暑い夏だからこそ食べる【トムヤムクンフォー】ジワジワくる辛さにトリコになる人続出！

 03-6801-8067
住 文京区小石川１-16-6 1F
時 11：30～15：00（L.O14：30）
　 17：00～23：00（L.O22：30）
　 ［土日］11：30～23：00（L.O22：30）
休 月曜日（祝日・祝前日は臨時営業）

三田線
春日駅

柳町
小学校

ダイエー

こんにゃくえんま前

白
山
通
り

小石川・千石編

森の中のひととき

➡お母さんの手料理を思い出すよ
うな優しい味。スパゲティのラン
チはサラダ付き880円～。

➡さっくさく♪のワッフルは名物のひとつ。
冷たいアイスとの相性抜群！ケーキセット
はドリンク付き700円～。

［小石川］

カフェ リトルウッド

こんにゃくえんま通り商店街の中で、
ひときわ目を引く緑の外観が目印の喫
茶店。朝食、ランチ、夕食といつ行っ
てもメニューが豊富で毎日通っても飽
きない地元ならではのお店。特典あり
のポイントカードも発行中！

 03-3812-9316
住 文京区小石川2-24-12
　 ストーク小石川1F
時 ［月～土］9：00～19：00
休 日曜・祝日

三田線
春日駅

柳町
小学校

ダイエー

こんにゃくえんま前

白
山
通
り

➡本場の麻婆豆腐に汗が止まりません
が…やみつきになりますよ！

➡サンラービーフン麺と半叉焼チャーハ
ンセット。麺は熱々、チャーハンの塩加
減は絶妙！デザート付きで女子に人気。

扌広々した店
内は本場仕込
みのインテリア

 03-3868-3616
住 文京区小石川1-13-1
　 高田ビル 1F
時 11：00～15：00（L.O14：30）
　 17：00～23：00（L.O22：30）
休 無休

三田線
春日駅

柳町
小学校

ダイエー

こんにゃくえんま前

白
山
通
り
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セルゲイ サボチェンコ、サボチェンコ有美主
宰のバレエ教室。経験豊富な講師陣が基礎
を重点に正しい身体の動かし方を教えてく
れます。専用スタジオで未就園児から大人
の方まで習っています。各々の個性を大切
に育んでいきます。月謝週1回￥8,640～

料理教室をしているオーナーが、大人
がくつろげるカフェをテーマにした我
が家のような小さなカフェ。くつろぎ
のひとときを過ごしに、ご年配の方も
是非いらして下さい。

お部屋で野菜が育てられるLED植
物栽培器「灯菜」のショールームも
兼ねた話題のカフェ。野菜中心と
したメニューは女性にはもちろん、
健康が気になるサラリーマンにも
人気です。

扌指の先から足の先まで正しく
美しい動きが身につきます。 扌第1回発表会（2016年1月30日）

（写真：©エーアイ）

扌名物の1日限定8食
カレー！スパイスの配
合を長年かけて研究
し、他のどこでも食べ
られない唯一無二の
カレーです。

扌プレーン生地に角切りのフレッシュ冷凍
いちごをごろっと入れたいちごマフィン
（左）とコーヒー生地にローストしたコーヒ
ー豆と胡椒のサクッとしたクランブルを乗
せて焼き上げたコーヒーマフィン（右）の2
種類です。どちらも生地にヨーグルトを使
用している為、フワッと香り良く優しい膨
らみのオリジナルの一押しマフィンです。

扌メインディッシュはお肉が中心。野菜も取
りながらバランス良く食事ができてオススメ。
ランチメニューは950円から。

扌大人向けオープンクラスあり。
（写真：©作田一美）

扌セルゲイ・サボチェンコ（右）
サボチェンコ有美（左）

扌ランチタイム限定のサラダバー。新鮮で雑
味のない野菜と数種類のオリジナルドレッシン
グの相性は抜群！

 070-2646-9449
住 文京区本駒込2-12-8
営 毎週木曜日のみ営業（祝日休み）
時 ［ランチタイム］11：15～13：30
　 ［ティータイム］14：15～16：30
　 ［クレープリーカフェ］
　 12：30～16：00（第2土曜のみ）

 03-6902-1612
住 文京区本駒込2-10-3
　 ウエスト・ワンビル5F
時 10：00～21：00
休 毎月第5週目

 03-6912-0056
住 文京区本駒込2-9-8
時 11：00～22：00
　 （L.O 21：00）
休 日曜・祝日

http://savoschenko.com/

https://www.facebook.com/akarina.olyhttp://herbgardencafe.com/

初心者大歓迎！

癒しのひととき ショールームもぜひ！

［千石］

［千石］ ［千石］

バレエ教室 Savoschenko Ballet Arts

カフェ HERB GARDEN CAFE カフェ 灯菜

サボチェンコバレエアーツ

ハーブカーデンカフェ アカリナ

小石川・千石編

いつまでも美しくありたい、女子力の高い街
おしゃれな千石マダムが通う、通なお店を新発見！

三田線
千石駅

六義園

アジア
文化会館

村田女子
高校

駒込警察署

三田線
千石駅

駕籠町
小学校

御園医院

千石緑地

三田線
千石駅

駕籠町
小学校

御園医院

千石緑地

  　 SPECIAL COUPON

「住む知る文京 2016年夏号」
（今号）をお持ちいただくと、
入会金¥10,800が無料になります！
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www.jkhome.com

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2016年8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。

Information

文京区内に10店舗！
お気軽にご来店ください
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実用春日ホーム株式会社　店舗紹介

本　店 TEL:03-5684-0801（9:30～18:30）　㊡水曜日
東京都文京区小石川1-9-5／春日駅A5番出口を出てすぐ

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

小石川店 TEL:03-5684-0891（9:30～18:30）　㊡なし
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

後楽園
駅前センター

TEL:03-5805-0820（9:30～18:30）　㊡なし
東京都文京区小石川1-2-2／春日駅6番出口を出てすぐ

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

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

茗荷谷店 TEL:03-6902-5021（9:30～18:30）　㊡水曜日
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

茗荷谷
駅前サテライト

TEL:03-6902-5023（9:30～18:30）　㊡水曜日
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

白山店 TEL:03-3830-7055（9:30～18:30）　㊡水曜日
東京都文京区本駒込1-2-5／白山駅A3番出口から徒歩2分

千石店 TEL:03-5981-5081（9:30～18:30）　㊡水曜日
東京都文京区千石4-46-14／千石駅A4番出口を出てすぐ
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