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「たいとうすくすく手形」とは、区内在住の妊婦の方と中学生までの子育て
世帯を対象として配布されているものです。この手形を買い物や飲食などの
際に提示すると、様々なサービスを受けられます。

注意事項
１． 商品券の使用は平成２７年12月31日までです。これ以降は、いかなる理由があっても
使用できません。

２． 以下については、商品券の利用対象になりません。
 ① 出資・債務・公共料金の支払い（税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金、電話料金等）
 ② 換金性の高いものの購入（有価証券、商品券、ビール券、切手、官製ハガキ、印紙等）
 ③ たばこの購入
 ④ 現金との換金・売買、金融機関への預け入れ
 ⑤ 医療費、薬など保険適用されるもの
３． 以下の事項は、禁止いたします。
 ① 自社商品の購買に商品券を使うこと。
 ② 事業の用に供するための物品・サービス等の調達に商品券を使うこと。
 ③ 商品券を転売すること。
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※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 1 ｰ

① 浅草橋・蔵前・柳橋エリア

★ ㈱吉徳浅草橋本店 その他 浅草橋1-9-14 3863-4419 個人登録店

千代田パン パン屋 浅草橋4-1-8 3851-3040 個人登録店

はりきゅうマッサージ
まんまる堂治療室 鍼灸マッサージ治療院 浅草橋1-5-8　

ジュエル浅草橋102 5829-4288 個人登録店

㈱利幸 消防設備業 浅草橋2-25-10　
チャコペーパービル４F 3863-0981 個人登録店

浅草橋サンムーン 飲食業 柳橋1-12-8 5822-5516 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 2 ｰ

② 台東・鳥越・三筋・小島エリア

★ 浅野薬局 薬局 台東3-6-8 3831-2927 末広会商店街

御徒町天ぷら酒処「天正」 飲食店 台東3-8-8 3831-9553 末広会商店街

★ ㈱安藤商店　
安藤かつおぶし店

かつおぶし・けずりぶし・
乾物 台東3-6-11 3831-4022 末広会商店街

㈱但馬屋 菓子・パン 台東3-10-5 3831-1562 末広会商店街

ふくはら酒店 酒販店 台東3-6-8 3831-2235 末広会商店街

藤本商店 生鮮食品 台東3-8-9 3832-0028 末広会商店街

★ 矢矧商店 米穀販売 台東3-18-2 3831-3909 末広会商店街

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 3 ｰ

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名

★ 魚米商店 小売 鳥越1-6-5 3851-8743 鳥越本通り商盛会

★ 御菓子司　港家 和菓子製造販売 鳥越1-15-1 3851-9801 鳥越本通り商盛会

★ 郡司味噌漬物店 小売 鳥越1-14-2 3851-1783 鳥越本通り商盛会

★ 食品のうるしばら 食料品製造販売 鳥越1-15-2 3851-2713 鳥越本通り商盛会

タカオカ酒店 酒類小売業 鳥越1-1-6 3851-4859 鳥越本通り商盛会

★ 鳥越薬局 医薬品販売 鳥越1-11-2 3851-4758 鳥越本通り商盛会

★ 秋本 衣料品小売り 台東4-1-4 3831-9569 個人登録店

★ ㈱池田屋 日用品雑貨販売 台東3-28-3 3831-3027 個人登録店

一本堂御徒町佐竹店 パン製造販売 台東3-28-1 6806-0850 個人登録店

★ イトウ靴店 身の回り品 台東4-23-4 3831-9717 個人登録店

★ インテリア　オノ インテリア小売・工事 台東4-24-7 3831-4704 個人登録店

★ 宇治屋 茶販売業 台東3-29-5 3831-2329 個人登録店

カジュアルショップ　こまどり 衣料品 台東4-2-11 3831-9551 個人登録店

カットスタジオ　新御徒町店 理美容業 台東4-22-10 3831-2433 個人登録店

★ クサカ 生地小売業 台東4-23-5 3832-6912 個人登録店

寿園 茶・タバコ 台東4-1-5 3832-1847 個人登録店

佐竹商店街振興組合 商店街事務所 台東3-28-4 3831-8926 個人登録店

重盛商店 菓子 台東3-28-4 3831-3314 個人登録店

高島屋洋装店 婦人服小売 台東3-2-8 3831-5785 個人登録店

田口毛糸店 小売業 台東4-25-9 3831-6141 個人登録店

㈱トラヤ文具店 文具小売 台東3-27-12 3831-3967 個人登録店

鳥越せんべい　加賀屋 製造小売 台東4-23-3 3831-9051 個人登録店

㈱中根糸店
モードショップ ナカネ 衣料品 台東4-22-10 3831-2904 個人登録店

★ ㈱なかや商店 菓子製造販売 台東4-22-10 3831-2449 個人登録店

★ ヒノマルヤ靴店 靴小売 台東4-2-12 3831-6026 個人登録店

仏壇　あとう 仏壇・仏具 台東3-27-11 3835-8777 個人登録店

★ ブティック　ウフ 婦人服小売 台東4-24-7 3837-5757 個人登録店



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
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㈲フラワーショップ　大原 生花小売 台東4-24-7 3831-4172 個人登録店

ベースキャンプ コーヒー豆販売 台東3-2-11 3831-0613 個人登録店

レディスショップ　髙島屋 婦人服小売 台東4-24-4 3831-8234 個人登録店

ロッキー 飲食店 台東4-1-4 3833-1775 個人登録店

★ ㈲渡辺洋品店
ファッションショップ ワタナベ 洋品小売業 台東4-23-5 3832-4829 個人登録店

★ 高坂米店 小売 台東4-25-6 3832-1498 個人登録店

★ ひまわり鍼灸院 療術業 台東4-5-2
山本ビル1F 6803-2398 個人登録店

ファクトリーギア　東京店 工具専門店 台東2-7-1
安藤ビル1F 5812-5959 個人登録店

㈱伊勢宇本店 酒 鳥越1-29-5 3851-5490 個人登録店

★ ㈲赤木屋 酒販店 三筋1-12-6 3862-3431 個人登録店

海老原包装㈱ 包装資材卸 小島2-3-7 3862-4391 個人登録店

ココスナカムラ　鳥越店 スーパーマーケット 鳥越1-25-3 3866-8982 大型店

スーパーヤマザキ　三筋店 スーパーマーケット 三筋2-15-6 5820-1082 大型店

多慶屋　御徒町本店 総合百貨 台東4-33-2 3835-7777 大型店

㈱ライフコーポレーション
新御徒町店 スーパーマーケット 小島2-8-7 3863-3535 大型店

すくすく
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※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 5 ｰ

③ 上野・東上野・上野公園・池之端・北上野エリア

㈱アメリカ屋 衣料品 上野6-10-3 3831-2541 アメ横商店街連合会

アルバカーキ 革・アクセサリーの
小売業

上野6-10-7
アメ横プラザ98 3836-3386 アメ横商店街連合会

㈱伊勢屋 時計屋 上野4-1-9 3831-7412 アメ横商店街連合会

カナリヤ 化粧品 上野6-4-4 3831-5141 アメ横商店街連合会

㈱カネ上三幸商店 海産物小売業 上野6-10-4 3831-7370 アメ横商店街連合会

㈲カワチヤ食品 食品 上野4-6-12 3831-2215 アメ横商店街連合会

クロスチャームアメ横店 バッグ・財布の小売 上野6-4-9 5826-4088 アメ横商店街連合会

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
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㈱小島屋 ナッツ＆ドライフルーフ 上野2-11-10 3831-0091 アメ横商店街連合会

コトブキゴルフ　北口店 ゴルフ用品販売 上野6-4-6 3836-0799 アメ横商店街連合会

コトブキゴルフ　バーディ館 ゴルフ用品販売 上野4-1-10 3833-9102 アメ横商店街連合会

コトブキゴルフ　ワールド館 ゴルフ用品販売 上野3-21-11 3836-4141 アメ横商店街連合会

★ サロン・ド・ミキ 化粧品小売販売 上野6-4-4 3831-3566 アメ横商店街連合会

㈱三香園商店 茶・海苔・乾物販売 上野6-10-3 3831-1579 アメ横商店街連合会

サンドラッグ
上野アメ横しのばず口店 ドラッグストア 上野6-11-7 5816-2225 アメ横商店街連合会

清水水産食品 塩干物・鮮魚店 上野6-10-7
アメ横プラザ113,114 3836-4700 アメ横商店街連合会

㈱シルクロード化粧品 化粧品販売 上野6-4-9 3836-1777 アメ横商店街連合会

㈲新谷商店 食料品 上野4-7-18 3831-1062 アメ横商店街連合会

㈲千代田海苔店 乾海苔小売業 上野6-11-1 3831-0352 アメ横商店街連合会

㈱ティーエス・ホリウチ 時計貴金属喫煙具販売 上野6-4-7 3831-9733 アメ横商店街連合会

ナカヤ化粧品 化粧品小売 上野6-4-6 3831-3810 アメ横商店街連合会

㈱二木ゴルフアメ横本店 ゴルフ用品販売 上野6-4-6 3835-0091 アメ横商店街連合会

二木の菓子第一営業所 菓子問屋 上野4-1-8 3833-3911 アメ横商店街連合会

二木の菓子ビック館 菓子問屋 上野4-6-1 3833-4051 アメ横商店街連合会

PASCAL　KANEDA スニーカー・スポーツ
シューズ

上野4-7-8
アメ横センタービル1F 3832-5935 アメ横商店街連合会

バッグ　マスヤ バッグ小売業 上野4-10-7 3832-3871 アメ横商店街連合会

浜屋食品㈱　上野店 食品小売業 上野6-11-8 3831-2795 アメ横商店街連合会

浜屋食品㈱　御徒町店 食品小売業 上野4-6-1 3831-5797 アメ横商店街連合会

浜屋食品㈱　第3販売店 食品小売業 上野4-6-12 3832-4538 アメ横商店街連合会

美晴堂 化粧品販売 上野6-4-4 3832-1469 アメ横商店街連合会

プチイイダ 身の回り品 上野6-10-7
アメ横プラザ34号 3833-5285 アメ横商店街連合会

フリーク店 衣料品 上野6-10-7
アメ横プラザ31,32 3833-2700 アメ横商店街連合会

Primo アクセサリー 上野6-10-7
アメ横プラザA-53 3833-0128 アメ横商店街連合会

本田海苔店 食品小売 上野6-11-1 3831-6300 アメ横商店街連合会

㈱BLSヤマモトマイバック カバン小売 上野6-10-7
アメ横プラザB-67号 3831-5036 アメ横商店街連合会

すくすく
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丸大食品 食肉販売 上野6-7-16 3833-5266 アメ横商店街連合会

㈱丸福靴店 製靴小売業 上野6-4-4 3831-1040 アメ横商店街連合会

★ まるもと化粧品店 化粧品小売 上野6-4-4 3831-1034 アメ横商店街連合会

★ ㈲丸安商店 乾物・珍味・菓子小売 上野6-10-3 3831-6590 アメ横商店街連合会

MIX 旅行鞄 上野6-5-7 3832-6014 アメ横商店街連合会

美都商事アメ横プラザ店 輸入雑貨小売 上野6-10-7
アメ横プラザ4号 3833-5280 アメ横商店街連合会

蘭 上野6-4-4 3836-5668 アメ横商店街連合会

WORKS カバン店 上野6-10-7
アメ横プラザ74～78 3837-7657 アメ横商店街連合会

前田無線㈱ 家庭電気器具 上野6-7-18 3834-2521 上野昭栄会

ガラクタ貿易 衣料品・雑貨販売 上野6-9-21 3833-7537 上野御徒町中央通り会

イケダヤ靴店上野店 靴小売 上野4-5-2 3832-0248 上野中通商店街振興組合

上野戸みら伊本舗 ラーメン屋 上野4-5-9 5818-4313 上野中通商店街振興組合

片岡洋品店 衣料品 上野4-8-1 3831-8509 上野中通商店街振興組合

元祖釜めし春　上野支店 飲食店 上野4-9-2 3835-0401 上野中通商店街振興組合

しゃぶしゃぶ鉢の木 和食飲食店 上野4-7-3 3831-0729 上野中通商店街振興組合

㈱茶の君野園 茶類小売業 上野4-9-13 3831-7706 上野中通商店街振興組合

㈲タゴ 衣料品 上野4-6-8 3832-2240 上野中通商店街振興組合

㈱フォーラム 紳士用品 上野4-5-12 5818-1229 上野中通商店街振興組合

マガジンズ上野広小路店 衣料品販売 上野4-8-1 3836-9565 上野中通商店街振興組合

メガネのフクヤ 眼鏡小売 上野4-5-11　
丸徳ビル3F 3831-0241 上野中通商店街振興組合

本山カバン店 カバン店 上野4-8-15 3831-3884 上野中通商店街振興組合

和装こもの・はき物丸徳 衣料品その他雑貨 上野4-5-11 3831-6373 上野中通商店街振興組合

イル　カドッチョ イタリアンバル 上野6-13-1
フォーラム味ビルB1F 3832-5444 上野二丁目仲町通り商店会

イル　カドッチョ　
吉池ビル店 イタリアンバル 上野3-27-12

御徒町吉池本店ビル８F 5817-4333 上野二丁目仲町通り商店会

★ 小池屋 着物小売 上野2-12-1 3833-6631 上野二丁目仲町通り商店会

㈱立飲み　カドクラ 居酒屋 上野6-13-1
フォーラム味ビル１F 3832-5335 上野二丁目仲町通り商店会

★ 焼肉上野太昌園　本店 焼肉レストラン 上野2-8-6 3831-6365 上野二丁目仲町通り商店会

すくすく
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★ 焼肉上野太昌園　別館 焼肉レストラン 上野2-5-4
サンシャインビル２F 3831-5335 上野二丁目仲町通り商店会

★ 焼肉上野太昌園　上野駅前店 焼肉レストラン 上野6-13-1
フォーラム味ビル２・３F 3832-5324 上野二丁目仲町通り商店会

㈱ホテルサンルートステラ上野 ホテル業 上野7-7-1 5806-1200 雷門田原商店会

伊豆榮 飲食業 上野2-12-22 3831-0954 上野中央通り商店会

★ 上野凮月堂 食品業 上野1-20-10 3831-1000 上野中央通り商店会

★ ㈱亀井堂 菓子製造販売業 上野4-5-6 3832-1001 上野中央通り商店会

㈱亀屋一睡亭 飲食店 上野2-13-2
パークサイドビル1,2階 3831-0912 上野中央通り商店会

㈱菊季刃物店 刃物小売 上野4-4-5 3831-8789 上野中央通り商店会

木曽路　上野店 飲食店 上野2-7-13 3832-8810 上野中央通り商店会

㈱JTB首都圏
トラベルゲート上野 旅行販売業 上野2-7-13 3834-5274 上野中央通り商店会

てんぷら天寿ゞ 飲食店 上野2-6-7 3831-6360 上野中央通り商店会

バッグ　マスヤ バッグ小売業 上野4-10-7
タツミビル1F 3832-3871 上野中央通り商店会

蓬萊閣 飲食店 上野2-14-19 3831-1763 上野中央通り商店会

★ ㈲みはし 飲食店 上野4-9-7 3831-0384 上野中央通り商店会

洋食黒船亭 洋食レストラン 上野2-13-13
キクヤビル4F 3833-4016 上野中央通り商店会

★ ㈱和光ハトヤ 婦人服小売 上野4-4-4 3833-2011 上野中央通り商店会

アトレ上野 ディベロッパー 上野7-1-1 5826-5812 上野中央通り商店会

ハードロックカフェ アメリカンレストラン アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5821

ブラッスリー・レカン カジュアルフレンチ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5822

コクミン ドラッグストア アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5823

ロクシタン 自然派化粧品 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5764

ワイアードカフェ カフェ･レストラン アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5803

カルディコーヒーファーム コーヒー豆・インポートグ
ロサリー

アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5804

クオミスト 男性化粧品・生活雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5805

HOKUO ベーカリー アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5806

まいか-米香- 和菜・釜飯とお酒 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5829

可口飯店（コカハンテン） 中華 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5825

すくすく
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ｰ 9 ｰ

ヴィクトリアンパブ　
ローズ＆クラウン パブ･レストラン アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5828

GRILL1930 つばめグリル 洋食 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5809

海鮮処寿し常 寿司 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5830

名代とんかつ　
かつくら　京都三条 とんかつ・和食 アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5862

麻布茶房 甘味・食事処 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5833

古奈屋 カレーうどん アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5863

アフタヌーンティー・
ティールーム カフェ アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5810

アフタヌーンティー・リビング 生活雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5872

アンデルセン ベーカリー・カフェ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5842

ザ・ガーデン 自由が丘 スーパーマーケット アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5843

ゴディバ チョコレート アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5831

マルシェ　フランセ 洋菓子 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5773

日本橋屋長兵衛 和菓子 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5745

モロゾフ 洋菓子 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5851

グラフィア 文具・雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5832

ブルーブルーエ 生活雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5849

グラニフ ファッション アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5754

レイジースーザン ファッション雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5747

スターバックス　コーヒー カフェ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5855

青山フラワーマーケット フラワー アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5857

アール･エフ･ワン 洋惣菜 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5748

うゑのDaikoku 和惣菜 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5840

根津　初音 とんかつ＆弁当 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5841

寿し処　粋魚（いなせ） 立食い寿司 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5766

スリーフォータイム ファッション雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5835

テチチ レディスファッション アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5961

オリエンタルトラフィック シューズ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5834

すくすく
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ｰ 10 ｰ

コラージュ　
ガリャルダガランテ レディスファッション アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5758

ビフォーザブーム アクセサリー アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5852

バースデイ･バー 生活雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5965

アーバンリサーチメイクストア レディスファッション アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5966

ロペピクニック レディスファッション アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5967

ネイルクイック ネイルサロン アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5770

パサージュ ミニョン ファッション雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5969

靴下屋 靴下 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5765

天然とんこつラーメン専門店
一蘭 ラーメン アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5861

明正堂書店 書籍 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5866

プレイヤーズ　自由が丘 ファッション雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5780

ユナイテッドアローズ　
グリーンレーベル リラクシング メンズ･レディスファッション アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5755

バニュルス スペインバル･レストラン アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5753

ナチュラル　ビューティー　
ベーシック レディスファッション アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5860

あんみつ　みはし カフェ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5879

バル　ピノーロ　ピッツァ　
マルゲリータバー ピザ･パスタ アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5774

つけめん　舎鈴 つけめん アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5776

蕎麦屋　竹若 そば・串天 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5778

東京タンメン　トナリ タンメン アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5775

シャン･ド･エルブ 化粧雑貨 アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5890

成城石井 スーパーマーケット アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5750

ジンズ メガネ･サングラス アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5746

ドトールコーヒーショップ カフェ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5880

お直しコンシェルジュ
ビック･ママ 洋服のお直し・靴修理・合鍵 アトレ上野内

（JR上野駅構内・中央改札外） 5826-5763

ニューデイズ コンビニ アトレ上野内
（JR上野駅構内・中央改札外） 5827-1632

エキュート上野 総合百貨 上野7-1-1
JR上野駅構内地下3階 5826-5600 上野中央通り商店会

アール・エフ・ワン 洋惣菜 JR上野駅構内 5826-5667

すくすく
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ｰ 11 ｰ

青山フラワーマーケット フラワー JR上野駅構内 5826-5612

浅草今半 弁当 JR上野駅構内 5826-5674

浅草田甫 草津亭 和惣菜 JR上野駅構内 5826-5657

アップカフェ カフェ JR上野駅構内 5826-5676

アンジェ　ビュロー 雑貨・書籍 JR上野駅構内 5826-5681

餡舎ひよ子 大判焼き JR上野駅構内 5826-5673

イーション 弁当 JR上野駅構内 5826-5628

いなりすし専門店　「豆狸」 いなり寿司 JR上野駅構内 5826-5631

駅弁屋　匠 弁当 JR上野駅構内 5826-5629

エコール・クリオロ 洋菓子 JR上野駅構内 5826-5639

おいもさんのお店 らぽっぽ 芋菓子 JR上野駅構内 5826-5672

王様堂本店 おかき JR上野駅構内 5826-5662

大釜屋 たこ焼・釜めし JR上野駅構内 5246-6835

おかず本舗　佃浅 和惣菜 JR上野駅構内 3843-2231

オッジ 洋菓子 JR上野駅構内 5828-5370

加賀料理　大志満 和惣菜 JR上野駅構内 3845-6305

かきたねキッチン 柿の種 JR上野駅構内 3843-2310

柿の木坂 キャトル 洋菓子 JR上野駅構内 5830-3380

キオスク 売店 JR上野駅構内 5826-5615

キノクニヤ　アントレ スーパーマーケット JR上野駅構内 5826-5675

銀座　木村家 ベーカリー JR上野駅構内 5826-5666

銀座たまや 土産菓子 JR上野駅構内 5826-5689

くすりステーション 薬店 JR上野駅構内 5826-5614

クロワッサンたい焼 たい焼 JR上野駅構内 5826-5600 

国産二八蕎麦 蕎香 蕎麦 JR上野駅構内 5826-5620

コロンバン 洋菓子 JR上野駅構内 5826-5688

桜　米八 おこわ JR上野駅構内 5826-5658
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サンドイッチハウス
メルヘン サンドイッチ JR上野駅構内 5826-5690

シーズカフェ カフェ JR上野駅構内 5826-5605

シターラダイナー カレー JR上野駅構内 5830-3158

旬米むすび　ほんのり屋 おむすび JR上野駅構内 5826-5632

シレトコファクトリー ドーナツ JR上野駅構内 3843-2077

ジンズ メガネ JR上野駅構内 3842-5995

スープ　ストック
トーキョー スープ JR上野駅構内 5826-5625

スコッチグレイン 靴 JR上野駅構内 5826-5682

セ・アルチザン イベントスペース JR上野駅構内

宗家　源　吉兆庵 和菓子 JR上野駅構内 5826-5635

竹隆庵岡埜 和菓子 JR上野駅構内 5826-5661

チケットショップ 博物館・美術館入場券 JR上野駅構内 5826-5616

千代田鮨 寿司・弁当 JR上野駅構内 5826-5687

ちらし鮨　関山 ちらし寿司 JR上野駅構内 5826-5630

築地魚河岸 まぐろ一代 寿司 JR上野駅構内 5826-5621

デニッシュ パンダ デニッシュ JR上野駅構内 5806-5630

東京・目黒地蔵通り 御門屋 和菓子 JR上野駅構内 3842-1331

東京カンパネラ 洋菓子 JR上野駅構内 5828-5390

東京じゃんがら ラーメン JR上野駅構内 5826-5619

鳥芳 鶏惣菜 JR上野駅構内 5826-5655

ドルチェ　フェリーチェ 洋菓子 JR上野駅構内 5826-5640

とんかつ　まい泉 とんかつ JR上野駅構内 5826-5654

浪越軒 和菓子 JR上野駅構内 3841-3099

日本橋　小洞天 点心 JR上野駅構内 5826-5669

ニューデイズ　公園通路店 コンビニエンスストア JR上野駅構内 5826-5613

ニューデイズ　大連絡橋店 コンビニエンスストア JR上野駅構内 5826-5617

ハイボールズ　
うえのステーション カフェ＆バー JR上野駅構内 5826-5623
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はいり屋 和食ダイニング JR上野駅構内 5246-6835

八天堂 クリームパン JR上野駅構内 5826-5600

ハミングカフェ　
バイ　プレミィ・コロミィ カフェ JR上野駅構内 5826-5678

ブールミッシュ 洋菓子 JR上野駅構内 5826-5644

ブックエキスプレス 書籍 JR上野駅構内 5826-5684

フラワージェリー 衣料品・雑貨 JR上野駅構内 5826-5608

ブランジェ浅野屋 ベーカリー JR上野駅構内 5826-5624

プレミィ・コロミィ 雑貨・衣料品 JR上野駅構内 5826-5679

ベジテリア ジュースバー JR上野駅構内 5826-5668

マミーズ・アン・スリール アップルパイ JR上野駅構内 5826-5649

ミコアローリーズファーム 衣料品・雑貨 JR上野駅構内 5826-5609

ミスターミニット 靴修理 JR上野駅構内 5828-1015

みどりのキッチン 定食 JR上野駅構内 5826-5618

みやげ　菓撰 東京土産 JR上野駅構内 5826-5663

銘店弁当　膳まい 弁当 JR上野駅構内 5826-5671

遊 中川 和雑貨 JR上野駅構内 5826-5607

ユーハイム 洋菓子 JR上野駅構内 5826-5634

ユニクロ 衣料品 JR上野駅構内 5826-5677

洋食や 三代目 たいめいけん 洋食 JR上野駅構内 5826-5622

YOKU MOKU 洋菓子 JR上野駅構内 5826-5645

ラ ブランジュリ キィニョン スコーン JR上野駅構内 6895-0050

リフレッシュアトリエ　
プレミィ・コロミィ × リラクゼ

リラクゼーション
フェイシャルネイル JR上野駅構内 5826-5680

レツェプト　デザインストア 雑貨 JR上野駅構内 5826-5606

和楽紅屋 和菓子 JR上野駅構内 5826-5646

㈱セレナ 宝石・宝飾品販売 上野5-22-1東鈴ビル1F 3834-5307 個人登録店

㈱宝貴宝 宝石品販売 上野5-22-12 3833-6481 個人登録店

㈱リューツウ本店 宝飾品 上野5-22-5 3831-3377 個人登録店
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㈱リューツウ支店 宝飾品 上野5-21-9 3832-8400 個人登録店

㈱リューツウ駅前店 宝飾品 上野5-26-4 3836-1119 個人登録店

あいさぽ上野店 iPhone修理 東上野3-15-12
野本ビル1F 5807-8490 個人登録店

餃子の王将　上野公園前店 飲食店 上野2-13-1
萬寿山ビル1F 3839-0345 個人登録店

清水製パン所 パン製造・販売 東上野6-27-7 3841-1862 個人登録店

★ 下車坂治療院 鍼灸・あん摩マッサージ指
圧業

上野7-11-5
アデッソ上野ベレッツァ1F 3843-3010 個人登録店

★ 新東海中国語学院 語学教室 東上野1-2-13-2F 6803-0415 個人登録店

だいこく接骨院 整骨院 東上野6-1-5 3841-7797 個人登録店

★ ㈲福島印房 印章業 上野7-9-13 3841-0928 個人登録店

★ hair make NUTS 美容業 上野2-12-16
池之端スカイビル1F 5688-1772 個人登録店

MASUNAGA1905 眼鏡等小売販売 上野5-9-11　2K540 6806-0011 個人登録店

水月ホテル鷗外荘 ホテル 池之端3-3-21 3822-4611 個人登録店

★ 味噌屋せいべえ本店 飲食店 上野4-2-1　榮屋ビル 3834-3555 個人登録店

★ メガネコンタクト369+ 眼鏡・コンタクト販売 東上野1-12-13
サクセスゲイトウェイビル１階 3834-1369 個人登録店

アブアブ赤札堂上野店 総合百貨 上野4-8-4 3833-3111 大型店

上野精養軒 レストラン 上野公園4-58 3821-2181 大型店

多慶屋SELECT上野店 総合百貨 上野2-13-11 3835-7777 大型店

東天紅　上野店 飲食店 池之端1-4-1 3828-5111 大型店

松坂屋　上野店 総合百貨 上野3-29-5 3832-1111 大型店

マツモトキヨシ
上野アメ横Part1店 ドラッグストア 上野4-10-16 3837-5326 大型店

マツモトキヨシ
上野アメ横Part2店 ドラッグストア 上野4-7-17 5688-4025 大型店

㈱丸井上野マルイ 総合百貨 上野6-15-1 4464-0410 大型店

㈱吉池 小売業 上野3-27-12 3831-0141 大型店

㈱ヨドバシカメラ　マルチメ
ディア上野 家庭電気器具 上野4-10-10 3837-1010 大型店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 15 ｰ

④ 谷中・西日暮里・上野桜木・根岸・下谷エリア

㈲コミヤ電機 家電品販売 根岸1-5-14 3874-1978 鶯谷中央商店会

㈲花ふじ生花店 生花園芸 根岸3-8-3 3872-8653 鶯谷中央商店会

アルソアたくみ 化粧品卸販売 根岸3-12-49 3874-0753 うぐいす通り商栄会

一柳製菓　富士かりんとう 和菓子 根岸3-1-9 3871-8846 うぐいす通り商栄会

㈲鶯谷萬屋 酒類販売業 根岸3-4-16 3873-8146 うぐいす通り商栄会

㈲ウメザワ 化粧品小売 根岸3-1-10 3874-7812 うぐいす通り商栄会

（資）鍵屋橋本商店 事務用品・文具 根岸3-1-8 3872-0072 うぐいす通り商栄会

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 16 ｰ

★ ㈲匠屋 衣料品 根岸3-2-7 3874-0753 うぐいす通り商栄会

㈱越後屋本店 酒類販売 谷中3-13-2 3821-0983 谷中銀座商店街振興組合

江戸民芸雨彦 民芸品販売 谷中3-11-14 3828-1729 谷中銀座商店街振興組合

★ 小野陶苑 陶磁器小売 谷中3-8-12 3828-3541 谷中銀座商店街振興組合

★ 金吉園 茶業 谷中3-11-10 3823-0015 谷中銀座商店街振興組合

★ 趣味の店やまと 婦人雑貨 谷中3-14-13 3824-0385 谷中銀座商店街振興組合

★ ㈲すゞ むら 婦人服小売 谷中3-13-20 3828-5701 谷中銀座商店街振興組合

招き屋 焼菓子製造販売 谷中3-9-15 5834-8139 谷中銀座商店街振興組合

ちょんまげいも「たまる」 喫茶・菓子製造業 谷中3-11-15 5814-3460 谷中銀座商店街振興組合

トーホー谷中店 弁当・惣菜 谷中3-8-11 5814-8868 谷中銀座商店街振興組合

肉のサトー 精肉店 谷中3-13-2 3821-1764 谷中銀座商店街振興組合

布風船 その他雑貨 谷中3-11-14 5685-6788 谷中銀座商店街振興組合

㈱のなかストアー 食品スーパー 谷中3-13-1 3822-1375 谷中銀座商店街振興組合

初音家 小売業 谷中3-13-4 3828-1219 谷中銀座商店街振興組合

フェイスハウス　ファースト 化粧品粧装品小売 谷中3-12-1 3821-0202 谷中銀座商店街振興組合

福島商店 小売業 谷中3-13-4 3822-2315 谷中銀座商店街振興組合

冨じ家 鮮魚店 谷中3-11-10 3821-5722 谷中銀座商店街振興組合

㈲まるふじ 呉服、和装小物販売 谷中3-8-13 3823-3185 谷中銀座商店街振興組合

★ 武蔵屋 豆腐等製造販売 谷中3-9-15 3821-1687 谷中銀座商店街振興組合

㈱近藤電機商会 家電販売 荒川区西日暮里3-15-3 3828-7147 谷中銀座商店街振興組合

㈲鈴木商店 その他食料品 荒川区西日暮里3-15-5 3821-4526 谷中銀座商店街振興組合

㈲武藤書店 書籍販売 荒川区西日暮里3-15-1 3821-3308 谷中銀座商店街振興組合

和栗や 菓子製造販売 谷中3-9-14 5834-2243 谷中銀座商店街振興組合

すし　乃池 すし店 谷中3-2-3 3821-3922 谷中三崎坂商店組合

★ ㈲ひがし上野商店 米穀小売業 谷中6-3-6 3827-7437 個人登録店

谷中福丸饅頭 菓子・パン 谷中3-7-8 3823-0709 個人登録店

★ 牧野商店 米小売 谷中3-3-5 3821-3406 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 17 ｰ

はんこ屋さん21三ノ輪店 印鑑等販売業 根岸5-23-8 5604-1400 個人登録店

★ ㈲村山助作商店 米穀商 下谷2-16-11 3873-1777 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 18 ｰ

⑤ 元浅草・寿・雷門・駒形エリア

セブンイレブン浅草田原町店 コンビニ 雷門1-7-5 3842-7576 雷門田原商店会

日本海浅草店 飲食店 雷門1-6-5 3844-9077 雷門田原商店会

ホテルサンルート浅草 ホテル業 雷門1-8-5 3847-1511 雷門田原商店会

八ッ目漢方薬局 薬局 雷門1-16-7 3842-0541 雷門田原商店会

★ 浅草むぎとろ本店 飲食屋 雷門2-2-4 3842-1066 個人登録店

★ ギャラリー・エフ カフェ＆バー 飲食店 雷門2-19-18 3841-0442 個人登録店

★ ㈲寿町食糧販売所 米穀小売 寿3-15-15 3844-8262 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 19 ｰ

⑥ 浅草 1 丁目・2 丁目・6 丁目・花川戸エリア

★ ㈱増田園総本店 お茶小売業 浅草1-1-17 3841-0840 浅草駅前通りあづま会

柳屋 ボタン・服飾 浅草1-33-9 3841-3973 浅草駅前通りあづま会

浅草ROX 総合百貨 浅草1-25-15 3836-7700 浅草国際通り商店街連合会

セブンイレブン浅草国際通り店 コンビニ 浅草1-43-5 5828-2322 浅草国際通り商店街連合会

鳥喜 焼鳥・惣菜販売 浅草2-19-2 
望月ビル１階 3842-0499 浅草国際通り商店街連合会

うどん叶屋 うどん店 浅草1-37-12 3844-6424 浅草伝法院通り商店街振興組合

セキネ時計店 時計・宝石・眼鏡小売 浅草1-37-11 3844-1383 浅草伝法院通り商店街振興組合

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 20 ｰ

㈲絆纏屋 祭用品 浅草1-37-11 5827-0810 浅草伝法院通り商店街振興組合

マルミ洋品店 紳士用品小売 浅草1-38-10 3844-5032 浅草伝法院通り商店街振興組合

やまとみ呉服店 舞い衣装 浅草1-37-8 3845-5291 浅草伝法院通り商店街振興組合

リスト浅草店 製菓販売 浅草1-38-10 3842-5056 浅草伝法院通り商店街振興組合

一両屋　平川 刀剣・美術工芸品 浅草2-7-13 3843-9052 浅草西参道商店街振興組合

㈲ごふく安藤 作務衣販売業 浅草2-7-13 3841-5291 浅草西参道商店街振興組合

かねき 衣料・傘 浅草2-7-13 6313-3043 浅草西参道商店街振興組合

フロリダ 履物店 浅草2-7-13 3845-1338 浅草西参道商店街振興組合

㈱浅草ミウラ商会 衣料品小売業 浅草2-14-11 3844-1625 浅草ひさご通り商店街協同組合

甲州屋蕎麦店 飲食業 浅草2-15-2 3841-4863 浅草ひさご通り商店街協同組合

相州屋 菓子・飲料 浅草2-26-5 3844-4964 浅草ひさご通り商店街協同組合

手打蕎麦　浅草つむぎ 日本蕎麦 浅草2-22-12 3844-8713 浅草ひさご通り商店街協同組合

ナミキ 雑貨 浅草2-14-13 3841-5073 浅草ひさご通り商店街協同組合

なるみ屋 衣料品・身の回り品販売 浅草2-22-14 3844-6272 浅草ひさご通り商店街協同組合

ホテル衣 旅館業 浅草2-17-8 3844-1646 浅草ひさご通り商店街協同組合

吉田理容所 理容業 浅草2-22-11 3841-3693 浅草ひさご通り商店街協同組合

蛇骨湯 公衆浴場 浅草1-11-11 3841-8645 国際通り商興会

多から家 飲食店 浅草1-11-6 3841-0519 国際通り商興会

浅草たけや 身の回り品 浅草1-31-1 3847-9914 仲見世商店街振興組合

㈱岡田商店 和洋傘・ショール販売 浅草1-37-1 3841-8566 仲見世商店街振興組合

㈲かもひだ玩具店 その他 浅草2-3-1 3841-8901 仲見世商店街振興組合

㈲渋谷商店 米菓販売 浅草1-37-1 3844-2687 仲見世商店街振興組合

★ ヨシカミ 西洋料理店 浅草1-41-4 3841-1802 六区ブロードウェイ商店街振興組合

あかねや カバン・サイフ・ベッド 浅草1-20-11 3842-9556 個人登録店

浅草うまいもん　あづま 飲食店 浅草1-32-1 3841-0190 個人登録店

㈱いなば　INABA 婦人洋品小売 浅草1-20-10 3841-1855 個人登録店

うまいっしょ！市場　
北海道ショップ 飲食店 浅草1-33-1 6802-7931 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 21 ｰ

★ おもちゃのサワダ 玩具小売 浅草1-33-3 3842-7367 個人登録店

㈱カムシャイニング 靴小売 浅草1-29-3 5806-4050 個人登録店

杵屋 菓子・製造小売 浅草1-32-1 3844-4550 個人登録店

★ コマチヘア浅草第１店 その他小売
（かつら・かんざし販売） 浅草1-28-3 3841-8191 個人登録店

★ 趣味のバッグ　マツモト カバン袋物 浅草1-21-8 3842-2961 個人登録店

★ デイジー サイフ・ハンドバッグ・
小売業 浅草1-22-10 3847-8118 個人登録店

㈱橋本秋利商店 婦人服毛皮販売 浅草1-30-6 3844-3441 個人登録店

㈲花家壱番屋 菓子製造業 浅草1-20-12 3841-9295 個人登録店

浜新 飲食業 浅草1-1-10 3844-0625 個人登録店

ひさご薬局 薬局 浅草1-23-7 3842-5869 個人登録店

㈱舟和本店 和生菓子製造販売 浅草1-22-10 3842-2781 個人登録店

㈱マルイチベルト 革製品販売 浅草1-29-4 3844-6344 個人登録店

マルビシ かばん 浅草1-19-8 3843-5366 個人登録店

（資）中島商店
やげん堀七味唐辛子本舗 その他・食品 浅草1-28-3 3626-7716 個人登録店

リップス浅草店 婦人服販売 浅草1-29-2 3841-8456 個人登録店

★ ㈲越後屋米穀店 米穀小売 花川戸2-18-2 3841-4366 個人登録店

元祖釜めし春 飲食店 浅草1-14-9 3842-1511 個人登録店

マツモトキヨシ　浅草店 ドラッグストア 浅草1-30-2 3845-6918 大型店

ステーキハウス松波 飲食店 浅草1-11-6 3844-3737 国際通り商興会

とんかつ多津美 飲食店 浅草1-10-4 3841-7570 国際通り商興会

花豊 生花販売 浅草1-11-4 3841-7445 国際通り商興会

優美堂 医薬品・化粧品 浅草1-11-4 3844-3966 国際通り商興会

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 22 ｰ

⑦ 浅草 3 丁目・4 丁目・5 丁目・東浅草エリア

越後や豆腐店 豆腐製造業 東浅草2-23-10 3873-5601 日の出会商店街

扇や とんかつ飲食店 東浅草2-23-8 3873-1666 日の出会商店街

豊忠 飲食店 東浅草2-23-12 3871-5237 日の出会商店街

㈱日本堤不動産 不動産業 東浅草2-28-11 3872-8715 日の出会商店街

バーバーエイト 理容業 東浅草2-24-12 3873-6326 日の出会商店街

㈲萬屋寝具店 寝具 東浅草2-27-15 3873-0310 日の出会商店街

栄寿司 飲食店 浅草3-21-6 3874-2303 みちびき花の辻商店街振興組合

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 23 ｰ

㈲新川屋 萩原商店 酒類販売業 浅草3-25-4 3874-1696 みちびき花の辻商店街振興組合

壽々喜園 茶販売 浅草3-4-3 3871-0311 みちびき花の辻商店街振興組合

㈲辻むら ふぐ販売 浅草3-34-6 3872-4640 みちびき花の辻商店街振興組合

㈲辻むら 飲食業 浅草3-34-9 3872-4640 みちびき花の辻商店街振興組合

花の辻 飲食、その他 浅草3-4-8 5808-7415 みちびき花の辻商店街振興組合

㈱丸千 米殻小売業 浅草3-24-1 3875-3101 みちびき花の辻商店街振興組合

おがわ履物店 履物小売業 浅草4-36-4 3874-2407 個人登録店

小松園 茶商 浅草5-17-10 3873-1908 個人登録店

自家焙煎珈琲　しゃん 飲食店 浅草4-36-2 3875-4662 個人登録店

千束通り 整骨院 医療 浅草5-30-10 5824-0202 個人登録店

㈱ダイマス スーパーマーケット 浅草4-23-8 3871-3611 個人登録店

竹松鳥肉店 食品業 浅草3-38-3 3874-4372 個人登録店

デンキヤホール 喫茶店 浅草4-20-3 3875-2987 個人登録店

ふくや精肉店 食肉販売 浅草5-30-9 3873-2372 個人登録店

★ フジヤ薬房 医薬品・化粧品小売業 浅草4-19-3 3875-2480 個人登録店

Flower shop HANAUTA
浅草店 生花・園芸 浅草4-34-10 3874-6387 個人登録店

㈲マチダ電機 家電品販売 浅草5-18-9 3871-4047 個人登録店

丸重 小売業 浅草4-34-9 3875-7069 個人登録店

㈲山口家 飲食業 浅草5-30-10 3876-0844 個人登録店

和菓子処　八千代堂 和菓子製造販売 浅草3-10-5 3872-1705 個人登録店

アクアプレイス旭 浴場業 浅草5-16-10 3872-3091 個人登録店

雨宮サイクル商会 自転車店 浅草4-32-6 3875-4326 個人登録店

㈲板倉屋 酒類小売 浅草4-31-7 3873-4864 個人登録店

魚昇 飲食店 浅草5-10-2 3872-0030 個人登録店

㈲大宮幸家商店 豆腐屋 浅草5-10-2 3873-3391 個人登録店

菊屋 化粧品 浅草5-10-6 3872-4369 個人登録店

㈱電工舎 家庭電気器具 浅草5-10-17 3876-0271 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 24 ｰ

ビューティーサロン　ヨシコ 美容室 浅草5-11-5 3875-6946 個人登録店

加納ショールーム 雑貨・小売り 浅草5-69-9 3876-0117 個人登録店

㈱常盤堂雷おこし本舗
雷5656会館店 菓子製造販売 浅草3-6-1 3876-5656 個人登録店

㈱常盤堂雷おこし本舗　
本店 菓子製造販売 浅草3-6-1 3876-5656 個人登録店

★ 汰鐘奈 飲食店 浅草4-16-2　
大貫ビル1F 3875-8788 個人登録店

弁天 日本そば 浅草3-21-8 3874-4082 個人登録店

マツモトキヨシ 浅草四丁目店 ドラッグストア 浅草4-19-5 3876-5351 大型店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 25 ｰ

⑧ 入谷・松が谷・西浅草エリア

ヴァラエティドラッグ東海林 薬局 西浅草3-17-1　
浅草ビューホテル1F 3842-4488 浅草国際通り商店街連合会

フェイシャル エステサロン
カサ ロサ エステティックサロン 西浅草3-17-1 3842-1103 浅草国際通り商店街連合会

ヘアーサロン銀座　マツナガ 理容業 西浅草3-17-1　
浅草ビューホテル2F 3842-0666 浅草国際通り商店街連合会

★ ㈱宇津野商店 食料品・酒 入谷1-12-8 3872-0806 入谷金美館通り商店会

★ ㈱サイトウ 身の回り品 入谷2-24-6 3875-2618 入谷金美館通り商店会

Flower shop HANAUTA
入谷店 生花・園芸 入谷2-27-1 3875-1501 入谷金美館通り商店会

★ おしゃれショップ　サカエ 洋品小売 入谷2-29-2 3872-8509 入谷金美館通り大正会

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 26 ｰ

喫茶　路 飲食店 入谷2-29-1 3875-1044 入谷金美館通り大正会

金美館通り整骨院 整骨院 入谷2-29-3 5808-3836 入谷金美館通り大正会

㈲坂原商店 食肉販売 入谷2-29-8 3872-2709 入谷金美館通り大正会

清月 食堂 入谷2-23-14 3873-3994 入谷金美館通り大正会

中国料理　大紅南 飲食店 入谷2-30-8 3874-4033 入谷金美館通り大正会

寝装の店やまもと 寝具・寝装 入谷2-28-7 3875-3152 入谷金美館通り大正会

パティスリー　ミエ　シマムラ 菓子製造・販売 入谷2-26-2 
井上ビル1F 3876-5125 入谷金美館通り大正会

花見煎餅　吾妻屋 煎餅小売 入谷2-28-1 3872-7778 入谷金美館通り大正会

山城園茶舗 お茶 入谷2-27-1 3873-2468 入谷金美館通り大正会

ラーメンハウス　立華 飲食業 入谷2-29-1 3871-8792 入谷金美館通り大正会

★ ㈱會場商店 あんみつ・ところ天 松が谷4-27-15 3844-0382 入谷中央商店街振興組合

㈱エービーシー・リカー　
ABCリカー入谷店 酒類小売業 入谷1-4-3 3871-9555 入谷中央商店街振興組合

かばん屋PARTNER かばん小売業 松が谷4-26-13 5828-0585 入谷中央商店街振興組合

コーヒービーンズショップ　
F2 飲食店 入谷2-3-3 3876-0201 入谷中央商店街振興組合

滝口商店 食品・製菓原料 松が谷4-28-8 3844-0595 入谷中央商店街振興組合

日本海言問店 すし店 松が谷4-27-10 3842-4044 入谷中央商店街振興組合

ファミリーマート入谷二丁目店 コンビニエンスストア 入谷2-1-8 5824-2760 入谷中央商店街振興組合

㈱北立電機商会 家電販売 入谷1-5-1 3873-7101 入谷中央商店街振興組合

かっぱ橋鍼灸接骨院 クイックマッサージ・鍼灸 松が谷3-7-1 3843-5636 かっぱ橋かおう会商店街

㈲さがみ屋 精肉販売業 松が谷2-31-10 3841-7541 かっぱ橋かおう会商店街

肉のマルタケ　丸武商店 精肉販売業 松が谷2-26-5 3844-0298 かっぱ橋かおう会商店街

浅草今半国際通り本店 飲食店 西浅草3-1-12 3841-1831 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

あぽろ お好み焼き 西浅草2-25-9 3844-6679 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

合羽橋栃木屋 食肉販売 西浅草3-7-1 3841-4608 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

イノウエ金物店 金物・雑貨 西浅草2-27-9 3841-1638 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

㈱岩井商会 ビニール製品 西浅草2-22-8 3842-0751 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

お散歩カフェ　cocochi 総合百貨 西浅草3-3-4　
シャリオかっぱ橋１F 6231-6674 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 27 ｰ

柏屋珈琲 飲食業 西浅草2-23-9 3843-3223 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

㈲喜久鮨 鮨店 西浅草3-7-2 3842-0056 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

㈲キンヘイ薬店 化粧品 西浅草3-5-1 3844-2528 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

コスメティック　カナリヤ 化粧品 西浅草3-3-1 3841-2888 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

Salon Demen Rose マッサージ 西浅草3-6-2 6795-1466 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

西洋家庭料理レストラン
オペラ 飲食店 西浅草1-23-10 6231-7283 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

㈲タカハシ商事 物販業 西浅草2-25-7 3844-4372 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

㈱つば屋 刃物販売 西浅草3-7-2 3845-2005 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

トンテキ元気×浅草ちゃんこ場 飲食店 西浅草2-27-10 3845-0550 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

★ ブティック・イヴ 婦人服小売業 西浅草2-25-13 3841-5245 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

★ フランチェスカ スタンドバー 西浅草2-25-10 3842-8155 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

★ ㈱萬籐　合羽橋店 食料品販売 西浅草3-5-2 3844-1220 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

八千代堂 和菓子製造・販売 西浅草2-23-10 5828-0917 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

ルーラコンデラ 飲食店 西浅草2-25-9 5246-4703 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

ワタナベ眼鏡院 メガネ・光学品販売 西浅草3-5-2 3844-9943 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

fuwla 小売業 西浅草3-3-3 5830-3568 かっぱ橋本通り公西会商店街振興組合

★ 野原産業㈱ 商業施設・設計・施工 松が谷4-1-2　
第2高総コーポ302 3841-3559 個人登録店

★ 肉の石川 食肉販売 入谷1-3-8 3873-4720 個人登録店

大黒屋　浅草店 コンビニエンスストア 松が谷2-3-15 5828-8655 個人登録店

㈱升宏 酒類販売業 西浅草2-19-11 3841-0059 個人登録店

業務ストア　大黒屋 コンビニエンスストア 西浅草3-20-5 5827-2525 個人登録店

★ プロの食品　マントウ 食料品 西浅草1-4-2 3842-2316 個人登録店

浅草ビューホテル ホテル業 西浅草3-17-1 3847-1111 大型店

㈱いなげや　入谷店 スーパーマーケット 入谷1-22-10 5603-7811 大型店

ココスナカムラ　入谷店 スーパーマーケット 入谷1-6-6 3872-3175 大型店

㈱ライフコーポレーション
浅草店 スーパー 西浅草3-18-17 3841-8531 大型店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 28 ｰ

⑨ 日本堤・清川・今戸・橋場エリア

㈲亀屋酒店 酒類食品販売 橋場1-17-3 3873-4421 浅草北部ことぶき商店会

㈲菊星イケガイ 衣料品 清川1-1-1 3873-5231 浅草北部ことぶき商店会

山海 飲食店 橋場1-30-10 3873-4731 浅草北部ことぶき商店会

㈱島田屋 スーパーマーケット 橋場1-9-6 3875-6451 浅草北部ことぶき商店会

ときわ家 菓子パン 今戸2-35-8 3872-8971 浅草北部ことぶき商店会

㈱鳥清 小売 今戸2-21-8 3876-2941 浅草北部ことぶき商店会

★ ㈱宝山堂本舗 米菓製造販売 橋場1-18-3 3873-5435 浅草北部ことぶき商店会

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 29 ｰ

ホンダ電機 家庭電気器具 橋場1-10-10 3876-4314 浅草北部ことぶき商店会

㈲三郷商事 食品小売業 清川1-13-11 3872-0593 浅草北部ことぶき商店会

みづの家 中華料理 橋場1-32-7 3874-4933 浅草北部ことぶき商店会

ミニストップ橋場店 コンビニ 橋場1-32-6 3875-7730 浅草北部ことぶき商店会

八百梅商店橋場店 スーパー 橋場1-32-8 3873-8820 浅草北部ことぶき商店会

洋品　ときわや 洋品小売 橋場1-18-5 3872-2956 浅草北部ことぶき商店会

吉岡旺文堂 文房具小売 清川1-13-2 3872-0543 浅草北部ことぶき商店会

ゑびす屋 婦人(ミセス)洋品 橋場1-33-8 3872-4704 浅草北部ことぶき商店会

★ ㈲イチウラ写真館 写真撮影 日本堤1-10-5 3872-2760 いろは会商店街振興組合

★ いろは堂靴店 靴小売 日本堤1-14-6 3872-2046 いろは会商店街振興組合

★ 近江屋 その他食料品 日本堤1-29-1 3873-3819 いろは会商店街振興組合

★ かめや菓子店 菓子販売 日本堤1-31-1 3872-4690 いろは会商店街振興組合

★ クリーニングメディア クリーニング業 日本堤1-27-2 3873-7022 いろは会商店街振興組合

★ 三光社 身の回り品 日本堤1-28-2 3873-9653 いろは会商店街振興組合

★ 鈴屋 カーテン・小物 日本堤2-7-1 3872-1888 いろは会商店街振興組合

★ ディスカウント柴田商店 総合百貨 日本堤1-15-7 3872-1638 いろは会商店街振興組合

★ 中村金物店 その他雑貨 日本堤1-18-8 3872-1631 いろは会商店街振興組合

★ 中屋 文具・その他 日本堤1-31-2 3873-6553 いろは会商店街振興組合

★ ビッグドラック ドラックストア 日本堤1-28-1 3871-4641 いろは会商店街振興組合

★ 平乃屋 惣菜店 日本堤1-31-2 3873-5472 いろは会商店街振興組合

★ 冨士屋ドライクリーニング店 洗濯業 日本堤1-29-1 3874-1076 いろは会商店街振興組合

★ ㈱ぶれーて パン製造販売 日本堤1-10-6 3875-0050 いろは会商店街振興組合

★ 松田化粧品店 化粧品 日本堤1-15-8 3873-1359 いろは会商店街振興組合

★ マツモト洋品店 衣料品 日本堤1-19-7 3873-4339 いろは会商店街振興組合

★ みんなの商店 飲食店 日本堤1-31-1 3872-4256 いろは会商店街振興組合

★ メンズショップネギシ 衣料品 日本堤1-20-5 3872-3409 いろは会商店街振興組合

★ ㈲矢野商店 酒類販売業 日本堤1-32-2 3874-8666 いろは会商店街振興組合

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 30 ｰ

★ やま吉　いろは通り店 陶器 日本堤1-18-6 3875-3877 いろは会商店街振興組合

★ 山龍 精肉店 日本堤1-11-5 3872-0461 いろは会商店街振興組合

一八寿司 寿司店 日本堤1-4-1 3873-2322 日の出会商店街

杉田茶舗 茶小売 日本堤1-5-2 3873-4428 日の出会商店街

土手あつみや 飲食店 日本堤1-8-4 3872-2274 日の出会商店街

㈲平山電機センター 家電小売 日本堤1-2-3 3876-3556 日の出会商店街

ファミリーマート 吉のや　
日本堤店 コンビニ 日本堤1-5-3 3875-2020 日の出会商店街

★ ㈱松浦電化ストア 家電器具販売 日本堤1-7-1 3875-1010 日の出会商店街

メルシー 喫茶店 日本堤1-3-3 3875-0698 日の出会商店街

★ 越後屋 飲食店 清川2-1-5 3872-1270 個人登録店

カナリヤショップ 衣料品 清川1-31-8 3871-6486 個人登録店

★ ㈲上岡商会 食肉販売 清川2-1-4 3872-4245 個人登録店

㈲喜正堂薬局 薬局 清川1-31-8 3873-0457 個人登録店

★ ㈲銀鐘堂 時計・メガネ・宝石販売小
売業 清川2-3-4 3875-1462 個人登録店

㈲さかえや うどん・そば 清川1-31-9 3873-3798 個人登録店

さくら 飲食業 清川2-2-2 3872-1437 個人登録店

食事処みよ 飲食業 清川1-31-8 3871-3720 個人登録店

佛蘭西屋 エステ・化粧品販売 清川2-3-2 3872-8933 個人登録店

丸藤パン パン製造販売 清川2-3-1 3872-0920 個人登録店

㈲吉田書店 書籍販売 清川1-35-8 3872-5200 個人登録店

伊藤サイクル 自転車店 今戸2-32-15 3873-1609 個人登録店

桜なべ中江 飲食店 日本堤1-9-2 3872-5398 個人登録店

㈱島田屋日本堤店 スーパーマーケット 日本堤2-1-2 3873-5044 個人登録店

セブンイレブン　橋場店 コンビニ 橋場1-6-4 3873-7511 個人登録店

㈲辰巳商店 食料品 日本堤2-35-12 3873-2241 個人登録店

堀井ベーカリー パン製造・小売業 日本堤1-35-8 3873-0751 個人登録店

★ みんなの広場 飲食店 今戸1-2-18 3876-0202 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



※「★」印は「たいとうすくすく手形」協賛店舗です。
ｰ 31 ｰ

⑩ 竜泉・三ノ輪・千束エリア

千束いせや 天ぷら料理 千束2-23-5 3872-5588 千親会商店街

福カフェ カフェ 千束3-23-10
野村ビル1F 3875-0588 個人登録店

すくすく
手 帳 店　　名 業　種 住　所 電話 商店街名



協　　賛

朝日信用金庫
本　店
浅草支店
浅草支店清川出張所
浅草雷門支店

浅草橋支店
上野支店
合羽橋支店
ことぶき支店
千束支店
西町支店
根岸支店
根津支店

台東区台東 2-8-2
台東区浅草 4-49-12
台東区清川 1-23-5
台東区浅草 2-1-3
（平成27年夏まで仮店舗）
台東区浅草橋 3-17-7
台東区上野 4-8-11
台東区松が谷 3-18-13
台東区寿 2-10-13
台東区千束 2-17-5
台東区東上野 1-2-1
台東区根岸 4-15-11
文京区千駄木 2-44-3

TEL.03（3833）0251
TEL.03（3876）0701
TEL.03（3875）6811
TEL.03（3842）2521

TEL.03（3864）5011
TEL.03（3831）0216
TEL.03（3844）6191
TEL.03（3844）3166
TEL.03（3875）2101
TEL.03（3833）9241
TEL.03（3875）1401
TEL.03（3822）2411

城北信用金庫
台東支店
東浅草支店
浅草橋支店
上野支店
動坂支店

台東区入谷 1-3-2
台東区東浅草 1-8-12
台東区浅草橋 5-1-1
台東区台東 4-9-3
文京区千駄木 3-24-10

TEL.03（3876）3151
TEL.03（3872）6165
TEL.03（3862）1311
TEL.03（3831）0261
TEL.03（3821）8161

興産信用金庫
浅草支店
浅草橋支店

台東区浅草 4-34-7
台東区浅草橋 2-3-2

TEL.03（3872）2151
TEL.03（3862）1831

東京シティ信用金庫
蔵前支店 台東区蔵前 3-5-9 TEL.03（3851）1221

東京信用金庫
浅草支店 台東区浅草 6-2-1 TEL.03（3874）4125

東京東信用金庫
浅草支店
入谷支店
かっぱ橋支店
三筋支店

台東区千束 4-36-11
台東区入谷 2-26-1
台東区東上野 6-30-8
台東区三筋 2-15-15

TEL.03（3872）8126
TEL.03（3876）1241
TEL.03（3842）3921
TEL.03（5820）9711



台 東 区 商 店 街 連 合 会
〒111-0036　台東区松が谷4-1-2-202

電話　03-3843-0611
（商品券事業事務局）
電話　03-3843-0911
（10：00～17：00　土・日・祝日を除く）

URL　http://welcometaito.jp




