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確かな知識・技術が光る実力派が揃い踏みです
日々の暮らしに小さな幸せをくれるお店を訪ねて

Close UP!

スキー部 2018-2019シーズン
大会出場＆スキーツアー 他

一人暮らしの防犯ガイド
油断大敵！

予約なしで内覧できる

オープンルームに行こう♪



Close UP!

治安の良いエリアでも、防犯が無用なわけではありません。
普段の何気ない行動が危険につながることもあります。
被害にあわないために、高い防犯意識を持ちましょう！

一人暮らしの

　防犯ガイド

あなたは大丈夫？やりがちNG行動 賃貸物件でも使える！防犯グッズ

困った時は…警察相談専用電話＃9110
すぐ駆け付けてもらいたい緊急の事件や事故の場合は＃110ですが、
＃9110 は、事件が発生していない段階から利用できる番号です。
ストーカー・DV・悪質商法など、様々な相談に対応してもらえます。

サムターンとは、ドアの内側にある鍵の
つまみのこと。ドアに穴を開けたり隙間
から道具を差し込んで、つまみを回して
開錠する「サムターン回し」という手口が
あり、これを防止するのがサムターンカ
バーです。両面テープや磁石などで簡単
に設置できるものがあります。

泥棒を光で警戒するセンサーライト。ベ
ランダの柵や物干し竿に吊したり、結束
バンドで固定すれば、穴を開けずに設置
できます。電池式（設置場所が自由）、コ
ンセント式（電池切れがない）、ソーラー
式（経済的）があります。必ず内側が照ら
されるよう、設置する向きに注意。

泥棒は侵入に時間のかかる家を嫌います。
窓に補助ロックをつけることは、開錠を
手こずらせ、侵入を諦めさせるのに有効
です。賃貸物件ならサッシの溝にはめ込
むタイプが取り外しやすく便利です。サイ
ズが合わないと使えないので、サッシの
幅をよく確認して選びましょう。

玄関▶サムターンカバー 

窓▶補助錠（サッシ用） 

ベランダ▶センサーライト

侵入手段として「ガラス破り」と並んで多いのが「無施錠」。
わずかな時間でも家を出る時には鍵をかけましょう。帰宅
後はすぐに施錠し、在宅中も必ず締めておきましょう。窓の
開けっ放しも要注意です。

❶玄関の鍵をかけずにゴミ出しに行く

日が落ちても干しっぱなしでは留守だと分かってしまいま
す。在宅中でも部屋干しがベターですが、外に干す場合は
ベランダの壁などに隠れる位置に干しましょう。

❹洗濯物を外に干したまま外出する

油断大敵！

ドアを開ける前に誰が来ているのか確認しましょう。インタ
ーホンのスピーカー越しに話すか、ドアチェーンをかけたま
まで対応するのが良いでしょう。

❷インターホンが鳴ったらすぐドアを開ける

郵便やチラシが溜まっていると、留守だと思われて狙われ
てしまいます。鍵のないポストの場合、郵便物の持ち去り
による個人情報漏洩の危険もあります。

❸ポストに郵便やチラシが溜まっている

明細はチェックしたらそのまま捨ててしまいがちですが、名
前や住所、電話番号だけでなく、お金の情報も知られてし
まいます。シュレッダーにかけたり、ゴミ袋の外側から見え
ないようにして捨てましょう。

❺公共料金やカードの明細をそのまま捨てる

 SNSに投稿した写真が原因でストーカー被害に遭う可能性
があります。自宅建物や近所、通勤・通学路など、特定する
ためのヒントを与えないように気をつけましょう。

❻住所が特定できそうな写真をSNSに載せる
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Close UP!

オープンルーム
　　　 に行こう♪

新聞の折り込み広告、ポスティン
グのチラシ、販売会社のホームペ
ージなどで事前に告知されます。
開催期間や時間帯、物件の所在地
をチェックしましょう。
すでに住宅購入のご相談をいただ
いているお客様にはDMやメール
でお知らせする場合もあります。

オープンルーム開催中の物件の前
には、ノボリや看板が出ています。
お部屋の玄関ドアは開放されてい
ますが、オートロックのマンション
の場合は、エントランスで該当す
るお部屋を呼び出します。
ご来場前にお電話をいただけます
とより確実にご案内できます。

カメラやメジャーをお持ちいただ
くと記録を残せて便利です。また、
チェック項目や質問事項をまとめて
おくとスムーズです。
期間中は何度でもご来場いただけ
ますので、時間帯を変えて日当た
りなどを確認することもできます。

駐輪場や共用部分なども可能な範
囲で見ておくと良いでしょう。
お帰り（またはご来場）の際には、
周辺環境も合わせてチェックされ
ることをおすすめします。坂の勾配
など、資料だけではわからない情
報が得られます。

決められた期間・時間帯に売り出し中のお部屋を開放して、誰でも
自由に見学してもらう「現地見学会」です。
土・日・祝日に開催されることが多く、通常の内見と違って予約が
不要なため、気軽に物件を見られるチャンスです！お部屋に待機
しているスタッフがご案内いたします。

1開催の告知

2現地へ訪問

3お部屋を見学

4周辺環境もチェック

★開催期間・時間内なら、都合の良いときに何度でも見に行ける！

★充分な時間をかけて、じっくりお部屋をチェックできる！

★スタッフが待機しているので、気になったことをすぐ聞ける！

オープンルームのメリット

オープンルームの流れ

オープンルームとは？

実用春日ホームでは今後もオープンルームを開催予定です！
お近くで開催の際には、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
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SPECIAL COUPON

マッサージ、鍼治療に加え、独自の調整法
「Body alignment（ボディアライメント）」
が自慢の整骨院。体の軸のバランスを整
えて不調を改善し、ケガの予防ができる
ので、ダンサーやアスリートにも人気です。
春日駅から徒歩2分とアクセスも◎。痛み
や不調でお悩みの方はぜひ！

白山で長年愛されてきた「焼肉皐月」
が、昨年秋に移転してリニューアルオ
ープン！春日・後楽園駅から更に近く
なりました。定番のタン、ハラミ、ロ
ースはもちろん、希少なミスジ、カイ
ノミなど厳選された上質なお肉が味
わえます。「旨い肉が食べたい！」と思
い立ったらこちらへ☆

確かな知識・技術が 光る実力派が揃い踏みです
“ここなら間違いなし”高い満足度を 誇る春日・後楽園エリアの人気店を新発見！

➡黒板風の壁がおしゃれ
な店内。デートにも◎

➡ お肉だけでなく野菜
も美味！バランス良く食
べられちゃいます♪

http://www6.plala.or.jp/b-kasuga/kasuga.html https://www.facebook.com/satsuki.korakuen/

健康な身体づくりをサポート 肉質に自信あり！！

［小石川］ ［本郷］

リジック整骨院かすが 焼肉皐月 後楽園本店
りじっくせいこついん かすが やきにく さつき こうらくえんほんてん

 03-6885-1997
住 文京区本郷2-24-2 
　 尾崎ビル1F 
時 ［平　日］10：00～20：00
　 ［土日祝］10：00～19：00
休 不定休

 03-6876-2791
住 文京区本郷4-17-6
時 ［ランチ］11：30～14：00（L.O 13：30）
　 ［ディナー］17：00～26：00（L.O 25：00） 
　 ※日曜は（月曜が祝日の場合は月曜も）
　　 ～24：00（L.O 23：00）まで
休 なし

 03-6272-3450
住 文京区小石川1-13-12
　 WAKOU小石川ビル7F
時 ［平日］10：00～13：00
　　　　 15：00～19：00
　 ［土曜］10：00～15：00
休 日曜・祝日 三田線春日駅

スギ薬局

源覚寺

ダイエー

西片

源覚寺

文京
シビックセンター礫川公園

西片

春
日
駅

後
楽
園
駅

扌 ➡ 広くてきれい
な院内。リラックス
して施術を受けら
れます♪

アイデザイナー歴12年のオーナーが営むまつ
毛サロン。今年の5月末にオープンしたばか
りですが、懇切丁寧なカウンセリングと施術
で早くも人気を博しています。完全個室の
プライベートサロンは居心地バツグンです♪
癒しの空間でキレイを磨きましょう。

扌白を基調とした清楚な雰囲気の店内。駅からも近く
通いやすいサロンです。

https://eyelashsaloncee.amebaownd.com

大人の女性の隠れ家サロン

［本郷］

eyelash salon CEE.
アイラッシュサロン シー

壱岐坂上

本郷台
中学校

りそな
銀行

大江戸線
本郷三丁目駅

丸ノ内線
本郷三丁目駅

ご新規様限定 この冊子をお持ちいただくと、
 以下のメニューが割引価格になります！
 ◆セーブルエクステ120本：9720円→ 6480円
 ◆セーブルエクステ100本：8640円→ 5400円
 ◆セーブルエクステ 60本：6480円→ 4320円
 ◆まつ毛カール：5980円→ 4980円

 ※初回オフ無料。2019.9.30まで有効。
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扌大きさも模様も種類豊富な蕎麦猪口。

扌『厚切り炙りチャーシューごはん』と『辛まる』

扌パスタも美味しい！お得な日替わりランチ。

扌ガーデンテ
ラスの噴水が
涼やかです♪

扌ピザの香ばしい香りが
広がるおしゃれな店内。

扌コクのあるスープと中太麺の『つけまる』

扌自慢の蕎麦猪口コレクションが一際目を引きます。

➡一人ラーメンも気軽
にできます♪テーブル
席もあるのでグループ
でのご利用も◎

扌歴史を感じる立派な壺！

扌多種多様な
品物が並んで
いて、見ている
だけでワクワク
します♪

［小石川］

日々の暮らしに小さ な幸せをくれるお店を訪ねて
住んでよし、訪ねてよしの人気エリ　ア・小石川の住宅街に佇む名店を新発見！

柳町小学校
入口

児童遊園 柳町
小学校

柳町小学校
入口

柳町
小学校

善光寺

ダイエー

 03-5805-1605 
住 文京区小石川3-32-1 2F
時 LUNCH／11：00～14：30（L.O）
　 DINNER／18：00～22：00（L.O）
　　　　　　※土日祝は17：00～
休 無休

三田線春日駅

西片

スギ薬局

源覚寺

ダイエー

 03-3815-3944
住 文京区小石川1-11-13
時 11：30～翌3：30
休 無休

［小石川］

古美術 柿州
こびじゅつ　かきしゅう

福助の赤いシャッターが目印

［小石川］

まるきんらーめん　かすがてん

あおいなぽり

白山通りに面した、常連さんに愛
されるラーメン店。JKHスタッフも
いつもお世話になっています。1人
でも入りやすい雰囲気のお店で、
あっさり系の食べやすい豚骨ラーメ
ンや醤油豚骨のつけ麺が人気です。
深夜まで営業されているのでチョ
イ飲みや飲んだ後のシメにもおす
すめですよ！

蕎麦つゆを入れるだけでなく、小鉢や
湯呑みにも使える蕎麦猪口（そばちょ
こ）。店内には様々な蕎麦猪口が綺麗
に陳列されており、マニアにはたまら
ないとか。名品・珍品に出会えるチャ
ンスですよ！ 買取もされているので、
実力も折り紙付きの気さくな店主に
相談されてみては？

広いガーデンテラスに囲まれて
本格イタリアンをいただける隠
れ家的レストラン。小石川の住
宅街に佇む白い建物の2階にあり
ます。テラス席の他､ 店内には
メインダイニングと3つの個室ま
で完備されており、パーティー
での利用もできます。気持ちの
良い空間で美味しいお料理を味
わう贅沢なひとときを♪

我ら社員の憩いの場
噴水と緑に囲まれた空間

http://maru-kin.co.jp

http://www.aoinapoli.jp

まるきんラーメン
春日店

青いナポリ

 03-6884-4902
住 文京区小石川1-24-8
休 不定休
※出張等で店舗に不在
　の場合があります。
　ご来店の際はお電話
　でご確認ください。
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大会への参加やスキ
ーツアーの開催など、
2018 - 2019年冬シー
ズンも無事楽しく終
了しました。

1月下旬の文京区民スキー大会へ今年も出場。
練習の成果を発揮し、3月上旬の都民大会へ
2名輩出しました。
また、今シーズンはスキーツアーの開催も好
評で、初心者のメンバーにもスキーの楽しさ
を知ってもらうことができました！

スキーシーズンが終わるとゴルフ部、フットサル部、野球部な
どの活動が活発になります。初心者でも楽しめるのがJKH部活
動の良いところ！どの部も社外からの参加者歓迎です♪

2018-2019シーズン

大会出場＆スキーツアー
スキー部

ゴルフ部

フットサル部 野球部 昨年秋より始動！
バッティング磨いてます

ゴルフコンペなど、社外の方とも楽しんでいます！

10月の大会に向け
元気に活動中！
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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

11 4

  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　　  水曜日

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

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19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
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！

文京区内に13店舗！地元密着ならではの営業力！
ご相談、お問い合わせ

※この冊子に記載された情報は2019年5・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。

SumuShiru Bunkyo 2019 Spring-Summer [vol.22]

2019年7月発行（季刊・通巻22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（株）西片店
　03-5684-0805
実用春日ホーム（株）富坂サテライト
　03-6866-1230




