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金龍の舞
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月の初旬から十一月の半ばま

で、浅草では「秋の観光祭」と銘

打って、各店舗が工夫を凝らし

たさまざまな催しが開かれます。そのメイ

ンの行事として挙行されるのが、毎年十一

月三日・文化の日に行われる「東京時代ま

つり」です。

　それぞれの時代の風俗絵巻が楽しめる時

代祭としては、毎年十月に行われている京

都のものが有名です。明治二十八年に始ま

り、王朝一千年の歴史と文化を再現した行

列は、いまでも多くの観光客を集めていま

す。しかし、こと歴史に関しては浅草も負

けてはおりません。江戸は大田道灌の江戸

城築城から約五百四十年、徳川家康の江戸

入府から約四百十年を数えますが、浅草は

それよりもはるか以前、推古天皇三十六年

（西暦六百二十八年）に江戸浦（現在の隅田

川）から示現された観音様を祀って以来、

一千四百年近く庶民の信仰の対象となって

きました。「東京時代まつり」は、こうした

浅草の長い歴史と、江戸時代以降、日本の

中心として栄えた江戸の町の発展の模様を

絢爛たる歴史絵巻として再現するため、平

成元年から開催されています。

　「東京時代まつり」のパレードは、浅草寺

本堂裏の会場を出発点に、二天門を抜けて

馬道通りをとおり雷門通りを右折、雷門前

を通って国際通りまでを一時間以上をかけ

て練り歩きます。パレードの内容は、浅草

観音の示現の様子から在原業平の東下り、

源頼朝の隅田川陣営と、年代の古い順に並

び、戦後の浅草レビューまで続きます。年

によっては特別な内容が盛り込まれること

もあります。三年前からは、今年の秋に発

行される新五千円札に登場し、浅草にも縁

のある樋口一葉が人力車に乗ってパレード

に参加しています。この行列に参加してい

るチーム数は約三十チーム、浅草観光連盟

はもちろん地元有志や町会、学校・官公庁

から企業まで、千人を越える人たちの協力

によって「東京時代まつり」は挙行されてい

ます。

　秋晴れの日が多いことでも知られる十一

月三日の文化の日。毎年、パレードのメイ

ンステージとなる雷門通りには、多くの見

物客が訪れ、絢爛たる歴史絵巻を楽しんで

います。皆さんも浅草

と江戸の時代絵巻を楽

しみに、浅草にいらっ

しゃいませんか。

東京時代まつり
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　秋といえば「中秋の

名月」を愛でるってのは

欠かせない。なぜ「中

秋」なのかというと、旧

暦では１～３月を春、４～６月を夏、７～９月を

秋、10～12月を冬と数えたんだが、８月は

秋の真ン中で中秋、そのまた真ン中である

15日頃が、空気が澄んで月が綺麗に見え

たってわけだ。浅草では、待乳山（まっちや

ま）の聖天さんの高台に集まって酒や会話

に興じながら夜半の月が昇るのを待ったよ

うだ。お供え物は今と同じ、ススキと月見団

子。秋の収穫を感謝する意味合いもあるの

でイモを供えたりもするね。

　今はやらないが、昔は７月の26日の晩に

「二十六日夜待」というお月見が盛んだっ

た。月が昇ってくるその光の中に、阿弥陀如

来、観世音菩薩、勢至（せいし）菩薩の三尊

が姿を現すってことで、なんともありがたい

光景じゃないか。昔の人にとっちゃ、信仰と

遊びは常につながっていたんだよ。庶民は

高台から月を待ったが、お大尽は船で月見

の宴。わざわざを見上げることなく隅田川

の水面に映る月にふと目をやるわけさ。風

流だねぇ。

　お次は「食欲の秋」について話そう。秋の味といえば、秋刀魚。安くて美味く

て栄養満点とあっちゃ、庶民にゃ強い味方だ。秋の戻り鰹も脂がのって美味いん

だが、江戸っ子は「女房を質に入れても食べる」なんてって、意地と誇りをかけ

て初夏の初鰹を競って食べた。小肌の寿司も忘れちゃいけねぇ。とくに二枚づ

け・三枚づけで喰う新子は季節物で美味いね。秋の果物、梨も人気の味。子供の

健康を祈る「泣き相撲」は昔は秋に行われていて、景品には梨が出されていた。梨はちょっと

酸っぱいところから「なかす」といったんで、「泣かす」をひっかけての言葉遊びがその理由だ。

　「食」からは離れるが、最後に江戸っ子ならではの秋の粋な言葉を一つ紹介しよう。「扇」とい

うと夏の季語だが、「秋扇」となると俄然色っぽくなる。夏の間は大切にされたのに今では脇に

置き忘れられ手にとってもらえない「秋扇」、男女の仲ってのは…。扇の置き忘れにはご用心 ！

浅草の

達人が語る

 第三回「秋の楽しみ」

　「暑さ寒さも彼岸まで」。記録的だった

今年の夏の暑さもようやくひと段落。澄

んだ秋の空気を吸いながら「行楽の秋」

や「食欲の秋」を心ゆくまで楽しんだの

は、今も昔も変わりがないようです。浅草

の達人が披露する歴史のこぼれ話、第三

回目は「秋の楽しみ」です。
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◆彼岸会
●９月２３日

　お彼岸は、気候もよく太陽が真西に沈むこの時

期を修行にあて、太陽の恵みに感謝し五穀豊穣

を願う祈りに発しています。浅草寺では、五重塔に

霊拝を安置しているご信徒に拝殿を開放し、自由

に参拝していただいています。

◆浅草菊花展
●１０月15日～１１月15日

　浅草の菊花展は、昭和３１年に菊花の団体であ

る日本国の華会が浅草寺境内で実施したのが始

まりです。その後、昭和33年の浅草寺本堂落慶を

記念し菊花展の向上を図って浅草菊花会が設

立され、現在のような大規模の展示会に発展して

きました。本堂前の会場には、さまざまな形態の菊

花や菊人形・花文字など

が１０００鉢以上も展示さ

れ、訪れる人の目を楽しま

せています。

９月～１１月の代表的催事

◆金龍の舞
●１０月１８日

　浅草寺の正しい名称は「金龍山浅草寺」とい

います。金龍山の山号は、浅草観音承応縁起に

書かれている、「十八日、寺辺に一夜にして松千

株ほど生ず、三日を過ぎて天より長さ百寸ばかりの

金鱗の龍、松の中に下りし」に由来しています。こ

の故事を踏まえて創作された舞が「金龍の舞」で

す。毎年３月と１０月の１８日

に、いなせ半纏、はらがけ、

もも引きの江戸っ子姿の浅

草寺舞保存会メンバー９

名の手によって勇壮に演

じられています。
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◆酉の市
●１１月２、１４、２６日

　酉の市は、秋の収穫期に神社に鶏を奉納した

「とりまつり」に由来し、神社から農家に授ける熊

手が「とりこむ」ということで縁起が良く、商売繁盛

を願う催しとなりました。酉の市で有名なのが浅

草・千束にある鷲（おおとり）神社。その愛称である

「おとりさん」がいつしか酉の市のことを指すように

なりました。酉の市は１１月の酉の

日に開かれます。三の酉まである

年は火事が多いという俗説があ

りますが、今年は２６日が三の酉、

くれぐれも火の用心にお気をつ

け下さい。

◆東京時代まつり・白鷺の舞
●１１月３日

　今でも浅草は江戸の名残を最も色濃く残す町、

東京の代表的下町として全世界の人々の人気を

博しています。平成元年１１月３日から始められた

「東京時代まつり」は、東京の歴史と文化の原点

は浅草であるという観点から、江戸・東京の歴史

絵巻の行列が浅草の町を行進します。さまざまな

時代絵巻は、多くの観客を集める催しとなっていま

す。この時代絵巻の一つに白鷺の舞があります。

白鷺の舞は古い時代の祭礼行列の中にある「鷺

舞」の姿を浅草観光連盟が復興したものです。

◆七五三加持会
●１１月中

　本堂内陣の観音様のご宝前で、子供さんのす

こやかな成長と健康を祈念するお加持を行ってお

ります。これは「牛玉宝印」（ごおうほういん）観音

宝印を子供の額にあててご本尊

の観音様とご縁を結び、そのご

慈愛を頂戴するというものです。

また、浅草寺に隣接する浅草神

社（三社さま）でも、七五三のお

参りが行われています。
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浅草寺境内石碑ガイド浅草寺境内の主だった句碑・顕彰碑
1 川口松太郎の句碑

「生きるということは、むずかしき、夜寒かな」と刻む。
2 久保田万太郎の句碑

「竹馬やいろはにほへとちりぢりに」と刻む。
3 市川猿翁の句碑

「まだ身にそはず衣がえ」という三代目市川猿之助の句を刻む。
4 河竹黙阿弥顕彰碑
歌舞伎狂言作者・河竹黙阿弥を顕彰して、台東区が建立した。

5 中村吉右衛門の句碑
「女房も同じ氏子や除夜詣」と刻む。

6 並木五瓶の句碑
「月花のたわみころや雪の竹」と刻む。

7 山東京伝机塚の碑
江戸時代後期の戯作者・山東京伝の愛用した文机が埋めら
た上に建てられたとされる碑。

8 釘供養碑
9 団十郎｢暫｣の像
九代目市川団十郎の歌舞伎十八番「暫」の像。
10 映画弁士塚
無声映画時代の名弁士たちを記念して建立。
11 半七塚の碑
捕り物小説の生みの親である岡本綺堂を記念して建立。
12 三匠の句碑
宗因・芭蕉・其角という三人の佳句を刻む。
13 正岡子規句碑
「観音で雨に逢いけり花盛」と刻む。

14 芭蕉像と句碑
「くわんをんのいらか見やりつ花の雲」の句を上部に、下部
に松尾芭蕉の座像を刻む。
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　待乳山聖天（まつちやま
しょうてん）は、正しくは待
乳山本龍院という。境内の
いたるところに大根と巾着
を組み合わせた比翼紋があ
るが、これは健康増進など
を祈願する聖天信仰の現れ
とされる。毎年恒例の大根
まつりには多くの信仰者が
訪れる。
　昔は待乳山の手前に隅田
川が流れ、東都随一を誇る
眺望の名所として知られ
た。現在はその眺めは見ら
れないが、江戸末期に作ら
れた長さ２５メートルに及ぶ
築地塀などが往時を忍ばせ
る。

　毎年７月1日の富士の山
開きで有名な浅間神社（せ
んげんじんじゃ）は、地元の
人から｢お富士さん｣の愛称
で親しまれている。江戸時
代に各地に広がった富士浅
間神社の信仰だが、浅草富
士浅間神社は静岡県富士市
から元禄年間に分社したも
の。本殿外観は平成９年から
1０年の改修工事によって漆
喰塗りが施されているが、
内部には明治１１年に建築さ
れた土蔵造りが残されてい
る。毎年５月最終土日と６月
最終土日に植木市が開か
れ、浅草の年中行事として
賑わいを見せる。

浅草富士浅間神社
●
●
●
●
●

35
41
42
43
44

祭礼用具 宮本卯之助商店本店
和風れすとらん 若
レストラン にぃど・だもぉれ
料亭 都鳥
すし処 清司

待乳山聖天

山谷堀

　山谷堀はかつての吉原へ
の道筋の一つ。柳橋で猪牙
船を仕立てたお大尽は、隅
田川を上って今戸橋から山
谷堀を抜けて吉原へ通っ
た。現在、堀は埋め立てられ
たが、堀端の桜は当時の名
残を残し、今日も桜の名所
として知られている。
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5

6
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8
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

37

38

39

40

68

神谷バー

手焼きせんべい 和泉屋本店

手焼きせんべい 和泉屋分店

浅草きびだんご あづま

天ぷら 三定

諸国名産珍味 熊野屋

おもちゃのサワダ

もんじゃ こばやし

浅草うまいもん あづま

婦人服 みはる

婦人・子供服 東京モード

呉服 ヒロヤ

とんかつの店 松むら

組紐 桐生堂

村石電気工事

炭火もつ焼 千代の家

喫茶 カラカラ

のれん べんがら

ヤマモト靴店

名代らーめん 与ろゐ屋

手焼きせんべい 和泉屋仲見世店

浅草 鮨よしだ

てぬぐい ふじ屋

あげまんじゅう 浅草九重

常盤堂雷おこし本舗

ホテル雷門

刃物 かね惣

舞扇 文扇堂雷門店

舞扇 文扇堂仲見世店

釜めし 麻鳥

炭火会席 蔵

毛皮・婦人服 三ツ福ハシモト

よのや櫛舗

バッグ マツモト

お好み焼き 一丁目

和洋居酒屋 魚菜

天ぷら 葵丸進

浅乃屋

ネオ薬局

中央部会員店

北部会員店



12

   

浅草文庫・テプコ浅草館
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

24
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
69

パティスリー ナナン
コマチヘア
渡辺眼鏡店
常寿司
天麩羅 中清
演劇・舞踊小道具 すずや
足袋・祭洋品 めうがや
料亭 浅草田圃 草津亭
居酒屋 TAKEYA
すき焼 浅草今半
どぜう飯田屋
中國小菜 龍圓
祭礼用具 宮本卯之助商店西浅草店

久保田万太郎生誕の地江戸下町伝統工芸館

　テプコ浅草館内の浅草文
庫は、浅草に関する展示や
書籍・資料を閲覧できる施
設。浅草の歴史に興味のあ
る方は必見の場所。館内に
は、戦前の浅草を再現した
体験空間があり、無声映画
や大衆芸能などの娯楽の殿
堂だった浅草に触れること
ができる。

　ひさご通り内にある洒落
たたたずまいの江戸下町伝
統工芸館は、台東区の手仕
事に生きる職人さんの技
術・技法を紹介する文化施
設。実演のスケジュールは、
台東区産業課のホームペー
ジで紹介中。h t t p : / /
www.city.taito.tokyo.jp/
taito-co/sangyou/

　久保田万太郎は、明治２２
年１１月７日にこの地に生ま
れ、大正３年慶応義塾大学文
科を卒業するまでの２６年間
在住。昭和３８年５月６日に永
眠するまで、明治･大正･昭
和の三代に亘り、下町の義
理と人情を描写した小説･
戯曲等を発表し、文学･演劇
界に多大な功績を残した。

12

西部会員店
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駒形堂
和菓子 龍昇亭 西むら
シーフードレストラン 月見草
ロシア料理 マノス
生花 花鈴
うなぎ 初小川
市川とうふ店
ホテルサンルート浅草
下町中華食堂なみき亭
木彫 宗舟
書道用品 宝研堂
ゴルフ グリーンジャケット
屋形船・寿司 駒形

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

岡崎屋勘六(勘亭流元祖)の墓
　西浅草一
丁目にある
清光寺の境
内に、勘亭流
の元祖とい
われる岡崎

屋勘六（文化２年２月３日に５
９歳で没）の墓がある。
　勘六は、延亨３年に江戸に
生まれ、日本橋で書道塾を
開いていた。号を勘亭とい
い、安永８年に中村座新春狂
言の看板を書いたことが評
判を呼び、芝居文字として
勘亭の書いた文字（勘亭
流）が主流となったという。

13

南部会員店 はなし塚
　田原町駅
近くの本法寺
境内にある
落語ゆかりの
珍しい石碑。

大戦中に各種芸能団体が演
題を自粛した際、落語界で
も演題の花柳界・酒・妾など
に関する落語５３種を禁演落
語とした。はなし塚は、中に
含まれた名作と先輩の霊を
弔うために建立され、この
塚の下には禁演落語の台本
が納められた。戦後の昭和
２１年９月には、塚の前で禁演
落語復活祭が行われた。

　駒形堂（こまんどう）は、
浅草寺のご本尊が隅田川か
ら示現され、上陸された地
に建てられたお堂で、浅草
寺の発祥の地ともいえる。
現在は、ご本尊として馬頭
観音が祀られている。



14

０３-３８４１-５４００

台東区浅草１-１-１

１１：３０～２２：００（火）
http://www.kamiya-bar.com/

明治１３年創業、明治４５
年「神谷バー」と屋号を
改めた日本で最初の
バー。名物デンキブラン
とともに皆様にご愛顧頂
いております。お一人様
には１階が、グループの

お客様には２階レストラン、３階割烹がお勧めです。

神谷バー（雷門通り）
ビアホール、レストラン、割烹

1
地図P.10-C1

０３-３８４１-５５０１

台東区浅草１-１-４

１１：００～１９：３０（木）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/izumiya/

良質の食材（もち米・う
るち米・醤油・天然塩
等）を使った、あられ、
手焼きせんべい、おか
きを製造しています。
缶・和紙箱・竹籠の御進
物セットが人気です。

和泉屋本店（観音通り）
あられ、手焼せんべい、おかき

2
地図P.10-C1

０３-３８４３-０１９０

台東区浅草１-１８-１

０９：３０～１９：００
http://www.asakusa-azuma.tokyo.walkerplus.com

江戸時代、観音様の参
道・仲見世で繁昌した
門前のきびだんごを再
現しております。粋なに
いさんと下町娘たちの
きびだんご作りの実演
もご覧下さい。夏の冷

し抹茶（１００円）や冬の甘酒（１００円）も大評判です。

浅草きびだんご あづま（仲見世通り）
きびだんご

4
地図 P.10-B1

０３-３８４１-３２００

台東区浅草１-２-２

１１：３０～２１：３０（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/sansada/

創業以来江戸前天ぷら
の味を守り百六十余年。
胡麻のきいた黒っぽい
天ぷらですが、あと味が
軽いのが身上です。店
も仲見世の入口にあり、
ご散策に大変便利。季節

ごとに変わる旬の天ぷらに江戸の粋を御堪能下さい。

三定（雷門通り）
天ぷら・和食

5
地図P.10-C1

０３-３８４１-４０７１

台東区浅草１-１-６

１１：００～１９：３０（木）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/izumiya/

このところ、堅焼の人
気が復活しています。
天日干しの「厚焼せん
べい」。もち米の「風神
雷神」。堅焼の定番げ
んこつ等、リピーター
のお客様が増えていま

す。

和泉屋分店（観音通り）
あられ、手焼せんべい、おかき

3
地図P.10-C1

浅草槐の会

会 員 店

神谷バー（雷門通り）
ビアホール、レストラン、割烹

1
地図P.10-C1

０３-３８４１-５４００

台東区浅草１-１-１

１１：３０～２２：００（火）
http://www.kamiya-bar.com/

電

住

営

地図内番号 店名 通り名

分類 地図掲載頁

カッコ内は定休日

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電
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０３-３８４２-７３６７

台東区浅草１-１-１１

０９：３０～１９：４５（水）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/omocha/

昔ながらのオモチャヤ
です。ビー玉・面子・
ベーゴマから、今話題
のオモチャまで、品数
豊富に取り揃えており
ます。お値段もお勉強
させて頂いておりま

す。皆様の是非の御来店をお待ちしております。

おもちゃのサワダ（新仲見世通り）
玩具一般

7
地図P.10-C2

０３-３８４７-６７３３

台東区浅草１-３４-４

平日１１：３０～２３：００・土日祝１１：３０～２２：００
http://www.monja.co.jp/

当店が自信を持ってお
勧めするオリジナル新
商品「焼もんじゃ」。お
好み焼き？もんじゃ？焼
そば？独特な食感を是
非お試し下さい。その
他、ボリューム満点、豊

富なメニューを取り揃えてお待ちしております。

こばやし（浅草メトロ通り）
お好み焼き・もんじゃ

8
地図P.10-C2

０３-３８４３-６５２１

台東区浅草１-３２-１

１０：３０～２０：００（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/miharu/

新仲見世通り「レディス
ファッションみはる」は
流行を先取りした商
品、「みはるヤング館」
はヤングLサイズ専門
です。また、メトロ通り
「婦人服みはる」はお

手ごろな値段の商品を数多く取り揃えております。

みはる（新仲見世通り）
婦人服

10
地図 P.10-B2

０３-３８４１-３９１５

台東区浅草１-３２-３

１０：３０～１９：００・日祝は１０：００～１９：００（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/tyomode/

婦人服・子供服から舞
台衣装・ダンスウェ
アーまで低価格で豊
富に取揃えておりま
す。是非一度ご来店下
さい。当店では７０歳以
上のお客様からは消費

税を頂きません。ご会計の前にお申し出下さい。

東京モード（新仲見世通り）
婦人・子供服

11
地図 P.10-B2

０３-３８４１-０１９０

台東区浅草１-３２-１

平日１１：００～２２：００・土日は２１：００まで（無休）
http://www.asakusa-azuma.tokyo.walkerplus.com

なつかしい味の下町料
理（和食、江戸前寿司、
オムライス、自家製甘
味…）を是非お楽しみ
下さい。お2階掘りご
たつ席での御宴会も大
好評です。

浅草うまいもん あづま（新仲見世通り）
和食・寿司・甘味

9
地図 P.10-B2

０３-３８４１-８６９０

台東区浅草１-１９-１０

０９：００～１８：４５（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/kumanoya/

ちょっと昔、よく食べた
あの口が曲がるくらい
塩辛い紅サケの切身、お
茶漬け、お酒にぴったり
の塩干ダラ、本場新島の
本乾クサヤの干物等々
が下町浅草でお求めい

ただけます。本場大分産の肉厚シイタケも好評です。

熊野屋（観音通り）
諸国名産珍味

6
地図P.10-C1

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電
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０３-３８４１-３５８９

台東区浅草１-３２-１３

１１：３０～２０：００・１５：００～１７：００は休憩（木）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/matsumura/

とんかつの専門店であ
る当店では、上質の植
物油のみを揚げ油とし
て使用し、さっぱりとし
て飽きのこないとんか
つを提供しておりま
す。どうぞ当店自慢の

特製ソースで召し上がってみてください。

とんかつの店 松むら（浅草メトロ通り）
とんかつ

13
地図P.10-B2

０３-３８４７-２６８０

台東区浅草１-３２-１２

１０：３０～１９：００（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/kiryudo/

当店は、商品も手作りで
すが内装も手作りで、材
木を切ったりニスを
塗ったり、気ままに楽し
んでいます。先日、竹を
買って店の外側に取り
付けました。下に風知

草を置いて、なかなか良く出来たと思っています。

桐生堂（浅草メトロ通り）
組紐、和雑貨

14
地図P.10-B2

０３-３８４４-６９２５

台東区浅草１-３５-６

平日１７：００～２４：００・土日１６：００～２３：００（火）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/chiyonoya/

五十年来のタレで炭火
焼のもつを御賞味下さ
い。また、小さい店なら
ではの手作り、新鮮な
肴でお飲物を味わって
いただける居酒屋で
す。

千代の家（仲見世柳通り）
炭火もつ焼き

16
地図P.10-C2

０３-３８４５-０５４９

台東区浅草１-３５-６

０９：００～１８：００（不定休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/carakala/

憩いのひととき・あな
たのカラカラ。お買い
物の途中で一休み。お
待ち合わせにもご利用
下さい。落ち着いた
シックな店内で、ごゆっ
くり寛いでいただけれ

ばと思っております。軽食もご用意しております。

カラカラ（仲見世柳通り）
喫茶店

17
地図 P.10-B2

０３-３８４５-２３４５

台東区浅草１-３２-９

０８：００～１７：００（日）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/muraishi/

下は最近当社が電気工
事をした、汐留シティー
センタービル41階の
FISH BANK（フラン
ス料理店）です。この
ような工事を手がけ、
また特殊ランプ等も販

売しています。是非一度お立ち寄り下さい。

村石電気工事（仲見世会館そば）
電気工事業

15
地図 P.10-B2

０３-３８４３-５２９１

台東区浅草１-３２-３

１０：００～１９：００（第２、第４火）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/hiroya/

「突き彫りの万筋の小紋
にお洒落な染め帯」「刷
毛引きローケツ染めの
小紋に弁慶縞の博多
帯」…こだわりのある小
粋な装いをお楽しみ下
さい。豊富な品揃えで

必ずやお客様にご満足いただけると思っております。

ヒロヤ（新仲見世通り）
呉服

12
地図P.10- B2

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電
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０３-３８４１-６６１３

台東区浅草１-３５-６

１０：００～１８：００（第３木曜日）
http://www.bengara.com

創業５０年にわたり海外
ブランドのメンズ、レデ
イースシューズを販売
しておりましたが、新た
にアメリカの有名キャ
ジュアルブランド「アバ
クロンビー＆フィッチ」

のＴシャツ類も輸入販売いたしております。

ヤマモト靴店（仲見世柳通り）
紳士、婦人靴

19
地図 P.10-B2

０３-３８４５-４６１８

台東区浅草１-３６-７

１１：００～２０：３０（無休）
http://www.tctv.ne.jp/yoroiya/

醤油らーめん発祥の
地、浅草！　昭和３０年代
に店主がここで毎日食
べていた日本蕎麦屋の
らーめんを再現しまし
た。煮干・かつを節の
かおり漂う昔ながらの

和風らーめんを下町の風情と共にお楽しみ下さい。

名代らーめん 与ろゐ屋（仲見世そば）
らーめん

20
地図 P.10-B2

０３-３８４５-７５５７

台東区浅草２-１-１４

１１：３０～１４：００・１７：００～２４：００（日）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/yoshida/

「こだわらないのにこ
だわりたい鮨づくり」日
本の旬を浅草で…全国
津々浦々の旨い魚にこ
だわり、江戸前の仕事
（煮蛤、鮪のづけ等）に
こだわり、そしてお店よ

りお客様にこだわって頂きたい楽しい鮨屋です。

浅草 鮨よしだ（馬道通り）
寿司

22
地図P.10-C3

０３-３８４１-２２８３

台東区浅草２-２-１５

１０：３０～１８：３０（木）
http://www.yumeshigoto.gr.jp/

四季の草花、歌舞伎、歳
時記などのオリジナル
染絵てぬぐいを額装し
たインテリアや、江戸時
代より「そめぎれ染布」
として暮らしの中で使わ
れてきた江戸小紋など

で、てぬぐいを生かした粋な暮らしをお楽しみ下さい。

ふじ屋（弁天山側）
てぬぐい

23
地図 P.10-B3

０３-３８４４-２６８７

台東区浅草１-３７-１

１１：００～１９：３０（木）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/izumiya/

約１００種類のあられ、
手焼せんべい、おかき
を販売しています。江
戸情緒あふれるパッ
ケージ（江戸童（わら
べ）絵・日本人形・雷
門）の手土産が人気で

す。

和泉屋仲見世店（仲見世通り）
あられ、手焼せんべい、おかき

21
地図 P.10-B2

０３-３８４４-４６５６

台東区浅草１-３６-８

１０：００～１９：００（月曜定休、祭日は翌日）
http:// gonyama.fc2web.com/

昨年の江戸開府 ４００年
に合わせ、「江戸」が感
じられる新柄を取りそ
ろえました。その他、
柄・サイズも豊富にの
れんは約５００種類。タ
ペストリーやお土産に

ぴったりのオリジナル和装小物もございます。

べんがら（浅草メトロ通りと仲見世柳通りの角）
のれん

18
地図 P.10-B2

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電

営

住

電
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０３-３８４１-９３８６

台東区浅草２-３-１

０９：００～１９：００（無休）
http://www.agemanju.co.jp/

新商品の揚げお菓子シ
リーズ「夢築（ゆめきず
く）」が毎月１８日のご縁
日限定で発売中です。
リニューアルするホー
ムページではお土産用
のあげまんじゅうも注

文可能となる予定。※揚げお菓子「夢築」は店頭販売のみとなります。

浅草九重（仲見世通り）
あげまんじゅう

25
地図P.10-B3

０３-３８４１-５６５６

台東区浅草１-３-２

０９：００～２１：００（無休）
http://www.tokiwado.com/

江戸開府四百年を記念
して、「お江戸　紅白つ
つみ餅」を発売しまし
た。おめでたい紅白の
道明寺を上品な餡で包
みました。店頭では、つ
つみ餅２ヶにお茶付３００

円で販売しておりますので、お立寄り下さい。

常盤堂雷おこし本舗（雷門通り）
雷おこしを主とする菓子

26
地図P.10-B1

０３-３８４４-１３７９

台東区浅草１-１８-１２

１０：３０～１９：００（不定休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/kaneso/

プロ仕様から家庭用ま
で各種取り揃えており
ます。創業（明治６年）
以来、伝承されてきた
古式鍛錬秘法の切れ味
を一度お試し下さい。
また、ご婚礼祝い、仏事

のお返しなどにもご利用ください。

かね惣（雷門柳小路）
刃物

28
地図P.10-B1

０３-３８４１-００８８

台東区浅草１-２０-２

１０：３０～１８：００（毎月２０日過ぎの月）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/bunsendo/

扇専門店として当代で
四代。各流派の舞踊家、
歌舞伎の役者さん、芸者
さんや落語家さんなど
多種多彩な方にお越し
頂いています。普通の
扇や木版刷りの祝儀袋、

うちわもあるお店です。気楽にお立ち寄りください。

文扇堂雷門店（雷門柳小路）
舞扇、うちわ等

29
地図P.10-B1

０３-３８４４-１８７３

台東区浅草１-１８-２

午前１：００門限・開門午前０６：３０（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/hotel/

浅草は、古き江戸のなご
りを今に伝える庶民の町
として多くの方々に愛さ
れてきました。その浅草
の玄関とも言われる雷門
すぐ隣にある「ホテル雷
門」は、どなたにも浅草ら

しさを感じて頂ける下町らしさで親しまれています。

ホテル雷門（雷門正面左側）
旅館業

27
地図P.10-B1

０３-３８４３-４６５０

台東区浅草１丁目３９-２

１１：００～２０：００（月）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/

日本とオーストラリアの
ホテルで腕を磨いたパ
ティシエがオリジナル
ケーキを心を込めて作っ
ています。お薦めはバニ
ラビーンズをたっぷり
使ったカスタードクリー

ム入りシュー・ア・ラ・クレーム。この美味しさをぜひ。

パティスリー ナナン（稲荷通り）
洋菓子販売・喫茶店

24
地図P.12-C1
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０３-３８４４-８５２７

台東区浅草１-３１-２

１１：００～２１：００（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/asadori/

新潟県下田町より直送の
１００%コシヒカリを新鮮
な素材と共に一釜づつ
心を込めて炊き上げま
す。地鶏串焼も福島の伊
達鶏を紀州備長炭で丁
寧に焼き上げます。大切

な方々のおもてなしにどうぞごゆっくり御賞味下さい。

麻鳥（公会堂横通り）
釜めし・串焼き

31
地図P.10-B2

０３-３８４７-１１２９

台東区浅草１-３０-１０

１１：３０～２２：３０（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/kura/

旬の素材を使ったお勧め
の炭火焼会席コース、牛
肉は和牛の特選焼物
コース、アラカルトでは
三陸産の鮑や伊勢海老
などもございます。季節
によって変わる焼魚も絶

品です。焼物は全て炭火焼きで召し上がって頂きます。

蔵（公会堂横通り）
炭火会席

32
地図P.10-B2

０３-３８４４-１７５５

台東区浅草１-３７-１０

１０：００～１９：００（不定休）
http://02.u-page.so-net.ne.jp/bc4/yonoya/

伝法院通りにあり浅草
寺、六区方面から大変
に便利です。小店舗で
すがつげ櫛の種類も豊
富で、また櫛やかんざ
しの使い方も丁寧にア
ドバイスさせて頂いて

おります。是非一度御来店下さい。

よのや櫛舗（伝法院通り）
黄楊櫛、黄楊製品

34
地図P.10-A2

０３-３８７４-４１３１

台東区浅草６-１-１５

０８：３０～１８：００（日）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/

文久元年（１８６１年）創
業、伝統的な製法を頑
なに守り続け、その華麗
さ、堅牢さには定評があ
ります。また、邦楽教室
を行う「宮本スタジオ」
や世界の太鼓資料館

「太鼓館」など、様々な活動にも取り組んでいます。

宮本卯之助商店本店（吉野通り）
太鼓・神輿、祭礼用具

35
地図 P.11

０３-３８４４-３４４１

台東区浅草１-３０-６

１０：３０～２０：００（不定休）
http://www.mitsufuku.com/

当社は、大正３年毛皮専
門店として浅草千束で
創業。昭和２０年に現在
地に移転し、毛皮を中
心に皮革製品、夏は麻・
綿素材、冬はシルク・
ウール・カシミヤ等の

天然素材を活かした婦人既製服を扱っています。

三ツ福ハシモト（新仲見世通り）
毛皮、革、婦人服

33
地図P.10-A2

０３-３８４４-９７１１

台東区浅草１-３０-１

１０：３０～１８：００（毎月２０日過ぎの月）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/bunsendo/

雷門店同様に、古典芸
能のプロの方をはじめ
多くのお客様に御愛顧
頂いております。普通
の扇や木版刷りの祝儀
袋、うちわなども御用
意しておりますので気

楽にお立ち寄りください。

文扇堂仲見世店（仲見世通り）
舞扇、うちわ等

30
地図P.10-B2
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０３-３８４５-７５６６
台東区浅草１-２１-２
平日１７：００～２３：００・土日祝１１：３０～２１：３０
（月ただし祭日の場合は火）

http://www.asakusa.gr.jp/nakama/icchome/

新しい味の発見です！
お好焼きをわさび醤
油・ポン酢・抹茶塩など
でお召し上がり下さ
い。もちろんソースも
自家製ですから食べ比
べてみては？当店の材

料は全て純国産品です。

一丁目（雷門柳小路）
お好み焼き

37
地図P.10-A1

０３-３８４２-１９１９

台東区浅草１-１７-９

平日１７：００～２３：００日・祝日１６：００～２２：３０（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/uosai/

魚菜ではテレビでも紹
介された三陸産のアワ
ビの肝ソース焼きが大
人気です。一品および
コース料理もございま
す。大小のご予約を
承っております。今話

題の焼酎、黒糖・芋・麦・米も取り揃えております。

魚菜（雷門柳小路）
和洋居酒屋風レストラン

38
地図P.10-A1

０３-３８４１-７１１４（㈱芝山小町内）

台東区花川戸１-９-１

１０：３０～１７：３０（月）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/shibayama/

履物の街・浅草花川戸
の老舗「芝山」の直営
店。和装履物全般、草
履、袋物、傘を中心にし
たアウトレット店です。
直営店なのでこだわり
の商品も多数揃えてお

ります。

浅乃屋（浅草松屋そば）
和装履物、袋物卸業

40
地図P.10-C3

０３-３８７６-２５００

台東区浅草６-２０-２

１７：００～２２：００（不定休のため要予約）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/waka/

江戸の名残りの猿若町
の静かなお店で、お一
人でゆっくりお酒を楽
しみたい方、カップル
や御家族でのお食事会
など、何名様でも御来
店下さいませ。（不定

休のため、必ずお電話でご予約下さい）

和風れすとらん若（浅草猿若町町会事務所側）
洋食レストラン

41
地図 P.11

０３-３８４１-０１１０

台東区浅草１-４-４

１１：３０～２１：００（無休）
http://www.aoi-marushin.co.jp/

「旬の肴に天麩羅で
ちょいと一杯」季節料
理に天丼・天麩羅、お椅
子席・お座敷席・個室
席。お好みのスタイル
でおくつろぎくださ
い。浅草に行きつけの

天麩羅屋はいかがですか。

葵丸進（雷門通り）
天麩羅、季節料理、寿司

39
地図P.10-A1

０３-３８４２-２９６１

台東区浅草１-２１-８

１０：００～２０：３０（不定休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/matsumoto/

江戸の心意気を感じて
もらおうと、半纏リュッ
クを創りました。お手
持ちの布地からのお仕
立てを中心にしていま
す。あなただけの世界
で一つのオリジナル

リュックを作ってみませんか？お仕立代１万円。

マツモト（新仲見世通り）
カバン・バッグ・サイフ

36
地図P.10-A1
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０３-３８７４-２１７５

台東区浅草３-２３-１０

１８：００～　要予約（土日）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/miyakodori/

昨年は江戸開府四百年、
だからこそ江戸の昔を
体験してみませんか。花
柳界の楽しさをもっと
知って頂きたいと、江戸
の遊びのコースを考え
ました。お客様には和服

でお越し頂くなど、ご一緒に御趣向を楽しみませんか。

都鳥（浅草観音裏）
料亭

43
地図 P.11

０３-３８７２-７２７５

台東区浅草３-２２-１２

１８：００～０２：００（日）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/seiji/

すしは日本の食文化。
にぎる人の心がお客様
に通ってこそ本物だと
思います。特に江戸前
の小肌、蛤、鮹は逸品で
す。鮪はもちろん本ま
ぐろです。一味も二味

も違うお寿司を是非ご賞味くださいませ。

すし処 清司（浅草観音裏）
寿司

44
地図 P.11

０３-３８４１-７４６６

台東区浅草１-１６-１７

０９：３０～１９：００（不定休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/megane/

創業明治２０年の眼鏡
専門店です。オリジナ
ルフレーム、アンティー
クフレーム、眼鏡ケー
ス、眼鏡チェーンなど
他所には無いものをお
探しの方はちょっと覗

いてみて下さい。眼鏡修理も承っております。

渡辺眼鏡店（たぬき通り）
めがね

46
地図P.12-C1

０３-３８４４-９９５５

台東区浅草１-１５-７

１１：３０～２１：００・休憩なし（月）
http://www.5b.biglobe.ne.jp/~sushi/

屋台の鮨屋が提供して
いた昔懐かしい鮨｡そ
の味を、今も変わらず
作り続けています｡肩
肘を張らずに、気軽に
江戸前寿司を楽しみた
い方、お奨め致します｡

是非お越し下さい｡

常寿司（たぬき通り）
寿司

47
地図P.12-C1

０３-３８４１-８１９１（第一店）、５５２３（第二店）、７４３４（第三店）
台東区浅草１-２８-３（第一店）、１-３１-１（第二店）、２-３-１（第三店）
１０：３０～１９：００（第一店）、０９：３０～２０：００（第二店）
０９：３０～１８：００（第三店）（無休）

http://www.komachi-hair.co.jp/

大正１４年創業以来、職
人気質の「かつら」づく
りに徹しています。日
本髪から男女洋かつ
ら、ヘアピース、余興か
つら、かんざしまで、豊
富に取り揃えておりま

す。舞台化粧品も、お気軽にご相談ください。

コマチヘア（第一店・新仲見世通り、第二・三店・仲見世通り）
かつら・頭飾品

45
地図P.12-C1

０３-３８７４-７５６１

台東区浅草６-１８-１３小竹猿若町レジデンス１階

ランチフリー１１：００～１４：００

ディナー１日１組予約のみ（日祝、第3土曜日）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/nido/

昔の市村座の跡にある
お店です。夜は新鮮な
魚介類のお料理で（活
タラバガニ等）、お仲間
だけの空間をお楽しみ
下さい。

にぃど・だもぉれ（浅草猿若町市村座跡）
レストラン

42
地図 P.11
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０３-３８４４-３７９８

台東区浅草２-７-１３

１０：００～１８：００（火）
http://www.asakusasuzuya.co.jp/

時代劇や踊りに興味の
ある方、いろいろな小
道具が並んでいます。
近くにお出かけの時に
はお気軽にお立ち寄り
下さい。

すずや（西参道商店街）
演劇、舞踊小道具

49
地図P.12-B2

０３-３８４１-６４４０

台東区浅草２-２７-１２

１０：００～１９：００（水）
http://www.kodasho.co.jp/

“めうがや”と書いて
「みょうがや」。旧仮名
で“どぜう”を「どじょ
う」と読むのと同じで
す。夏に麻足袋、柄足
袋も多種揃っていま
す。お祭には、オリジナ

ルの祭用品で粋にキメて下さい。

めうがや（言問通り）
足袋、祭用品

50
地図P.12-B3

０３-３８４１-６５５５
台東区浅草２-２５-５
平日１７：００～２４：００
土日１２：００～１４：３０、１７：００～２４：００

http://www.asakusa.gr.jp/nakama/takeya/

昔からひさご通りは六区
興行街から千束吉原に
向かう人で賑わう商店
街でした。当店はお子
様からお年寄りまで、気
楽に入れて来て良かっ
たと思われるお店を、従

業員一同心がけております。大小予約承ります。

TAKEYA（浅草ひさご通り）
居酒屋

52
地図P.12-B3

０３-３８４１-１１１４

台東区西浅草３-１-１２

１１：３０～２１：３０（１２月３１日のみ休業）
http://www.asakusaimahan.co.jp/

近江肉ひとすじ１０８年。
秘伝の割り下で焼くよう
に煮るすき焼は浅草今
半流。ランチタイムサー
ビスの人呼んで“浅草隠
れ銘丼”明治すき焼丼と
ステーキ丼は、老若男女

に大好評。納得の味をお届けいたします。

浅草今半（国際通り）
すき焼、しゃぶしゃぶ、日本料理

53
地図P.12-A2

０３-３８４１-８２３６
台東区浅草２-２７-１０
１１：３０～２２：００・入店は１９：００まで
（年末年始・夏期・月曜不定休）

http://www.kusatsutei.jp

正月の芝居茶屋から始
まり、師走の「おせち料
理」まで、移り行く江戸
の四季を草津亭がご提
案いたします。昼席は５
千円から、また、名物の
玉子焼や折詰弁当など

もデパ地下でお気軽にお買い求めいただけます。

浅草田甫 草津亭（観音裏言問通り）
料亭

51
地図P.12-B3

０３-３８４１-４０１５
台東区浅草１-３９-１３
平日１１：３０～１５：００、１６：００～２０：００
土日祝１１：３０～２０：００（火、第２、第４月）

http://www.asakusa.gr.jp/nakama/nakasei

数寄屋造りの離れ座敷
で昔から変らぬ味の江
戸前天麩羅をごゆっく
りご賞味下さいませ。

中清（オレンジ通り）
天麩羅

48
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０３-３８４４-２５８１

台東区西浅草３-１-９

平日１２：００～１４：００、１７：３０～２２：００（月）
http://www.tctv.ne.jp/members/ryuen/

心を込めた手造り料
理！ 食で幸福感の味わ
い、「浅草に来て良かっ
た、また来たい」、これ
が、龍圓のモットーで
す。本格中国料理から
デザートに至るまで、心

を込めて、お出し致します。

中國小菜 龍圓（国際通り）
中華料理

55
地図P.12-A2

０３-３８４１-０６６５

台東区雷門２-１８-１１

０９：００～２０：００（不定休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/ryushotei/

看板の栗むし羊かんは
もちろん、大桃山金龍、
東京かすていら、昇り
鮎など浅草の催事と、
季節に因んだ品々は大
人気です。創業は江戸
中期と古く、安藤広重

の「雷門前図」にもお店が描かれています。

龍昇亭 西むら（雷門通り）
和菓子司

56
地図P.13-C2

０３-３８４３-８２８６
台東区雷門２-１７-４
１１：３０～２２：３０（火）
ただし平日１５：００～１６：３０準備中

http://www.asakusa.gr.jp/nakama/manos/

「ロール・キャベツ？い
や！キャベツ・ロールで
す」。創業以来、作り続
けて３５年。元祖キャベ
ツ・ロールといえば浅
草マノス。料理は良い
素材と美味しいものを

作るという気持ち！今一度、おた召しあ～れ～！

マノス
ロシア風レストラン

58
地図P.13-B2

浅草の催時に合わせた
商品を販売していま
す。また、お持ちのパソ
コンからお花の注文が
出来ます（h t t p : / /
www.fsonline.jp）。
御注文の際にはプレミ

アコード（ＫＢＡ０８９００）を是非入力してみて下さい。

花鈴（雷門通り）
生花店

59
地図P.13-B2

０３-３８４１-８９４９

台東区雷門２-１１-８

１１：３０～２１：００（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/tsukimisou/

魚介類を中心とした旬
の食材を取り入れた
シーフードレストラン。
一番の人気を誇るのは
鮑のステーキ、水槽の中
で生きているものをすぐ
に調理し丸ごと一つを鮑

の肝で作った自慢のオリジナルソースをかけてどうぞ。

月見草（浅草並木通り）
シーフードレストラン

57
地図P.13-C2

０３-３８４３-０８８１

台東区西浅草３-３-２

１１：３０～２１：３０（水、祝物日は前後振替）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/iidaya/

磨き込まれた籐敷きに
　胡坐をかいて
　　　　　どぜう鍋
一刻文豪気分です

どぜう飯田屋（合羽橋本通り）
どぜう料理

54
地図P.12-A2
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０３-３８４５-１１８７

台東区雷門２-８-４

０９：００～２０：００ 日祝０９：００～１８：００（無休）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/hanasuzu/
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０３-３８４１-１３５７
台東区雷門１-１４-３
０５：００～１８：００（水）
１３：００～１６：００は休憩

http://www.asakusa.gr.jp/nakama/ichikawa/

浅草の老舗飲食店への
卸を中心に、国産大豆に
こだわり手作り豆腐一筋
三代にわたるお店です。
店頭での販売ではとく
に“おぼろ豆腐”が人気
です。水にまったくさら

さない、大豆風味豊かな味を一度御賞味下さい。

市川とうふ店（万太郎横町）
豆腐

61
地図P.13-B2

０３-３８４７-１５１１

台東区雷門１-８-５

２４時間営業（無休）
http://www.sunroute-asakusa.co.jp/

田原町駅から徒歩1分！特
に出張のお客様には、気
取らず、それでいて質の
高いサポートを第一に考
えております。また、お食
事とお飲み物は２４時間
“jonathan's”が提供致し

ます。装い新たになったお部屋を是非お試しください。

ホテルサンルート浅草（田原町駅前・国際通り沿い）
ホテル業

62
地図P.13-A2

０３-３８４５-０４５８

台東区寿４-１２-２

０９：００～１７：３０（日祝）
http://www.yumeshigoto.gr.jp/ìdòb

初代より百年以上にわ
たり社寺、仏像、置物な
どの木彫刻を専門に手
掛けてきました。一階
はギャラリーで、大黒様
や聖観音菩薩など仏彫
刻、根付け、小盆なども

展示しております。お気軽にお立ち寄り下さい。

宗舟（浅草消防署手前右入る）
木彫刻

64
地図P.13-B2

０３-３８４４-２９７６
台東区寿４-１-１１
平日９：００～１８：００
第１・３日曜１０：００～１７：００

http://plaza25T.mbn.or.jp/~houkendou/

ご愛用の硯を研ぎ直し
目立てをします。面を整
地し直し厳選された砥
石をかけ、仕上げに丸一
日かけます。これを行う
のと行わないのとでは、
使用感、見た目にも驚く

ほどの違いが出ます。是非一度お試し下さい。

宝研堂（江戸通り駒形どぜう裏）
書道用品専門店

65
地図P.13-B2

０３-３８４５-４５０５

台東区寿２-１０-１１

１１：３０～１４：００、１７：３０～２３：００（無休）
http://www.tctv.ne.jp/yoroiya/namikitei/

美味しい中華をお気軽
に！前菜からデザートま
で７０品。おこげや創作
中華が人気です。ご家
族・お友達と、ラムネや
瓶だし紹興酒・電気ブ
ランなどを片手に下町

レトロな店内でお楽しみ下さい。

下町中華食堂なみき亭（田原町駅そば）
中華料理

63
地図P.13-A2

０３-３８４４-２７２３
台東区雷門２-８-４
平日１２：００～１４：００、１７：００～２０：００
日祝１７：００～２０：００（不定休）

http://www.asakusa.gr.jp/nakama/hatsuogawa/

明治４０年の創業以来
継ぎ足し使っている辛
口のタレを使った鰻
は、注文を受けてから
さばき、蒸してから焼
く。江戸前風七輪の炭
で焼いた鰻はムダな脂

が落ち、身もふっくらやわらかで上品な味わいです。

初小川（雷門仲通り）
鰻蒲焼き
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地図P.13-B2
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０３-３８４４-５５９１
台東区駒形２-１-３
屋形船１１：３０～２２：００（不定休）
寿司１１：３０～２２：００（土）

http://www.bekkoame.ne.jp/ha/komagata/

屋形船に乗って江戸の
風情を味わって頂きた
いと思います。当店は季
節により２名様から乗合
船を航行しています（要
予約）。貸切りは１５名様
より予約可。別注文でに

ぎり寿司も入れられます。

駒形（うまや橋たもと隅田川沿い）
屋形船、寿司

67
地図P.13-C1

０３-３８４１-５３２９

台東区浅草２-1-１５

９：００～２０：００（日祝）
http://www.mycitys.co.jp/member/neo/index.html

一般薬、保険調剤、健康
食品、ヒノキ肌粧品、
NOV、WELLA、花王ソ
フィーナ、４７１１Portu-
galなどを扱っておりま
す。お店にない商品は
お取り寄せも可能で

す。ぜひ、お気軽にご相談下さいませ。

ネオ薬局（馬道通り）
クスリ

68
地図P.10-C3

０３-３８４７-０８７１

台東区寿３-１２-５ロワール浅草２０２号

１３：００～１９：００（日祝）
http://www.green-jacket.co.jp/

梅雨時のゴルフの必需
品！夏場や雨のゴルフ
でグリップが滑りません
か？ゴリラゴールドが滑
りを全て解決します。
（全国販売店募集中）
他所で見られないゴル

フグッズをいろいろ揃えています。

グリーンジャケット
こだわりのゴルフ用品

66
地図P.13-B1
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浅草散策のコンビニエンス・スポット

浅草文化観光センター
雷門の向いに位置

する台東区浅草文

化観光センター

は、浅草寺を中心

とする浅草の文化

的遺産の保護･再

発見に努めるとともに、広く全国に紹介するた

めの施設。浅草の持つ特有の庶民文化や行事

等の故事来歴などを紹介している。浅草散策

の休憩地点としても利用できる。トイレ完備。

開館時間は、午前９:３０から午後８:００まで。

【台東区観光ボランティアガイド】
台東区では、観光にこられた方の案内役として

「観光ボランティアガイド」の制度を設けてい

ます。利用できる人数は、２～３名の小グルー

プから団体まで幅広く、「浅草寺を中心とした

思わぬ発見コース」など、さまざまなご相談に

応じてコースを設定してご案内しています。台

東区観光ボランティアガイドに関する詳しい内

容のお問合せやお申込は、次のところまで。

●台東区観光ボランティアガイド事務局
電話&FAX:03-3842-5599
●ホームページ
http://www.tctv.ne.jp/kankou/

０３-３８４４-２１４１

台東区西浅草２-１-１

０９：００～１８：００（火）
http://www.asakusa.gr.jp/nakama/

文久元年（１８６１年）創
業、伝統的な製法を頑
なに守り続け、その華麗
さ、堅牢さには定評があ
ります。また、邦楽教室
を行う「宮本スタジオ」
や世界の太鼓資料館

「太鼓館」など、様々な活動にも取り組んでいます。

 宮本卯之助商店西浅草店（国際通り）
太鼓・神輿、祭礼用具

69
地図 P.12-B1
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　浅草槐の会（あさくさえんじゅのかい）は、浅草寺のご本尊の聖

観世音菩薩が、推古天皇３６年（６２８年）３月１８日、隅田川で網得

され、槐の木の切り株（現在の駒形堂あたり）に安置されたという

いわれから“浅草槐の会”と称しました。

　浅草槐の会では、楽しい浅草情報を、ホームページ、瓦版、など

で御紹介いたしておりますが、四季折々の浅草を自由に、楽しく散

策していただきたく、地図、歳時、名所、旧跡を中心に編さんしまし

た「日本の扉 浅草」を刊行いたしております。この冊子が、皆様の

　　　　　　浅草散策のお役に立てば幸いです。

●浅草槐の会のホームページ●

「浅草大百科」
http://www.asakusa.gr.jp/

　浅草槐の会では、「浅草大百科」と題し

て、旬の浅草情報を満載したホームページ

を公開中です。はりきって活動している槐の

会の仲間たちのプロフィールやお店の紹介

なども充実しています。ぜひ一度アクセスし

て見てください。
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食べる

葵丸進 …………………………… p１０、２０

浅草今半 ………………………… p１２、２２

浅草うまいもん あづま ………… p１０、１５

浅草 鮨よしだ …………………… p１０、１７

浅草田甫 草津亭 ………………… p１２、２２

麻鳥 ……………………………… p１０、１９

一丁目 …………………………… p１０、２０

魚菜 ……………………………… p１０、２０

神谷バー ………………………… p１０、１４

カラカラ…………………………… p１０、１６

蔵 ………………………………… p１０、１９

こばやし…………………………… p１０、１５

駒形 ……………………………… p１３、２５

三定 ……………………………  p１０、１４

下町中華食堂なみき亭 ………  p１３、２４

すし処 清司 ……………………… p１１、２１

TAKEYA ………………………… p１２、２２

中國小菜 龍圓 …………………… p１２、２３

千代の家 ………………………… p１０、１６

月見草 …………………………… p１３、２３

常寿司 …………………………… p１２、２１

どぜう飯田屋……………………… p１２、２３

中清 ……………………………… p１２、２２

名代らーめん 与ろゐ屋 ………… p１０、１７

にぃど・だもぉれ ………………… p１１、２１

初小川 …………………………… p１３、２４

パティスリー ナナン……………… p１２、１８

松むら……………………………… p１０、１６

マノス……………………………… p１３、２３

都鳥 ……………………………… p１１、２１

和風れすとらん 若 ……………… p１１、２０

買う

浅草きびだんごあづま…………… p１０、１４

浅草九重 ………………………… p１０、１８

浅乃屋 …………………………… p１０、２０

和泉屋仲見世店 ………………… p１０、１７

和泉屋分店 ……………………… p１０、１４

和泉屋本店 ……………………… p１０、１４

市川とうふ店……………………… p１３、２４

おもちゃのサワダ ………………… p１０、１５

かね惣 …………………………… p１０、１８

桐生堂 …………………………… p１０、１６

熊野屋 …………………………… p１０、１５

グリーンジャケット ……………… p１３、２５

コマチヘア ……………………… p１２、２１

すずや …………………………… p１２、２２

宗舟 ……………………………… p１３、２４

東京モード………………………… p１０、１５

常盤堂雷おこし本舗……………… p１０、１８

ネオ薬局 ………………………… p１０、２５

花鈴 ……………………………… p１３、２３

ヒロヤ……………………………… p１０、１６

ふじ屋……………………………… p１０、１７

文扇堂雷門店 …………………… p１０、１８

文扇堂仲見世店 ………………… p１０、１９

べんがら ………………………… p１０、１７

宝研堂 …………………………  p１３、２４

マツモト …………………………… p１０、２０

三ツ福ハシモト …………………… p１０、１９

みはる …………………………… p１０、１５

宮本卯之助商店本店 …………… p１１、１９

宮本卯之助商店西浅草店 ……… p１２、２５

めうがや…………………………… p１２、２２

ヤマモト靴店……………………… p１０、１７

よのや櫛舗 ……………………… p１０、１９

龍昇亭 西むら …………………… p１３、２３

渡辺眼鏡店 ……………………… p１２、２１

その他

ホテル雷門 ……………………… p１０、１８

ホテルサンルート浅草 …………… p１３、２４

村石電気工事 …………………… p１０、１６

会員店インデックス
５０音順　地図と店鋪紹介の掲載ページ　●の中は地図内の表示番号
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浅草槐の 會事 務局
〒１１１－００３２ 東京都台 東区 浅草１－１７－１２－３Ｆ

槐の会ホームページ●http://www.asakusa.gr.jpメールアドレス●info@asakusa.gr.jp

平成１６年９月２９日  ｖｏｌ．1１


