
浅草北部ことぶき商店会
アサヒ商店街振興組合

一店逸品とは
　平成 5年に静岡県の呉服町名店街で始まり、全国に広
がっている運動です。商店街の各個店が大型店にはない
ような、消費者の皆様にとって価値のある魅力的な商品
やサービスを開発し、商店街が一丸となってアピールす
る運動です。
浅草北部ことぶき商店会とアサヒ商店街の参加店は、こ
の逸品を磨き上げるために逸品研究会を定期的に実施し
てきました。その結果、消費者の皆様に喜んでいただけ
る自信ある逸品をお届けする運びとなりました。 各店の
逸品を是非とも体験いただければ幸いに思います。

平賀源内墓所

おばけ地蔵

妙亀塚

お問い合わせ：事務局
事務局　TEL03-3839-5229
　　　　FAX03-3837-5709

ツアーの参加を希望する方は、電話か FAXで、代表者の

郵便番号・住所・氏名・電話番号・参加人数（2名迄）をお知らせください。

※先着順とさせていただきます。

浅草北部ことぶき商店会
会長　杉山 敏之

アサヒ商店街振興組合
代表理事　角山 瑞
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A班 :「浅草北部ことぶき商店会体験ツアー」先着 10名
日　時：平成 30年 4月 26日（木）
11:15 集合（鳥清本店前、から揚げの試食）→
上生菓子ときわ家（和菓子作り体験）（参加ご希望の方は
※参加費 500円。体験にて作った和菓子はお持ち帰りいただけます。）→
ホンダ電機（4Kテレビ試聴）→
宝山堂（おかきの試食）→
洋品のときわや（スリムパンツ試着）→
13:00 越後屋にて「平賀源内御膳」ランチ・解散

B班 :「アサヒ商店街体験ツアー」先着 10名
日　時：平成 30年 4月 27日（金）
11:15 集合（アサヒ商店街事務所前）→
銀鐘堂（Hazuki 眼鏡体験、検眼）→
仏蘭西屋（※ご希望の方は「毛穴エステ」※参加費 500円（通常 1080 円）。
                    女性のみ。）→
家庭料理さくら（宮城名物「はっと」試食）→
ミートショップカミオカ（自家製餃子の試食）→
13:00 ニューダイカマにて
         「スパゲッティインディアン」ランチ・解散

奥浅草
逸品体験ツアー

台東区長 服部 征夫

　台東区は、区民生活を支える近隣型商店街の活性
化を目指し、魅力ある商店街づくりに全力で取り組
んでいます。
　「奥浅草」と呼ばれる浅草北部地域には、妙亀塚や、
平賀源内墓所、おばけ地蔵など魅力的な地域資源が
多くございます。
　ぜひ、史跡や江戸名所も巡りながら、商店街での
お買い物やお食事をお楽しみください。

　地域生活には町会と商店会は欠かすことはできません。
地域のより良い生活を実現するのは皆さんといっしょに地域を
創っていきましょう。
　浅草北部ことぶき商店会とアサヒ商店街では
地域の専門店として、みなさんにお役に立つよう「奥浅草一店
逸品カタログ」を作りました。
　今回参加店を巡る奥浅草逸品体験ツアーも開催します。
ぜひ近くて便利な楽しい商店会の専門店にお越しください。

いつも商店街をご利用いただき誠に有難うございます。
私たちは地域で暮らす人々を少しでもささえ、地域の人々とつながりを
創って行きたいと思っています。
東日本大震災の時に地域を支えたのは、地元の商店街のお店でした。
地元のことを良く知っていて、食料や衣料品などをいち早くサポートで
きたそうです。地域とともに役立つ商店街をご活用、ご利用ください。
「奥浅草一店逸品カタログ」は商品やサービスの向上に磨きをかけたもの
です。
ぜひ近くて便利な楽しいアサヒ商店街の専門店をご利用ください。

ご 挨 拶

奥浅草寺町通り
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金
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土
）

参加費＆ランチ無料
※一部、参加ご希望の方のみ有料の体験もございます。
下記ご参照ください。
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ご相談もおまかせください

手づくりにこだわって 65年！！
餃子はコロッケとともに当店を支え
てくれた看板メニューです。
豚肉や野菜がたっぷりの“肉屋さん
の生餃子”です。
このおいしさを食べたら、もうほか
の餃子は食べられない！って位おい
しいです。是非一度ご賞味あれ。
毎日30セット限定です。

 03-3872-4245
 10:00～19:00 
 日曜・祝祭日

 03-3872-8933
 10:00～19:00
 日曜・祝祭日

15 分で「毛穴すっきり」体験
（女性のみ）
洗顔やパックでも落ちにくい、
小鼻や頬の皮脂詰まり・黒ず
みをケア、つるつる肌にしま
す。プロの確かな施術をご体
感ください。予約無しでお気
軽にお越しください。

買い替えは４Ｋテレビ？
4Ｋは従来のテレビに比べ、超
高精細なテレビです。画面がザ
ラザラしなくなり、今までのテ
レビと比べて迫力が格段に向上
しました。大型テレビが欲しい
方には４Ｋテレビが断然おすす
めです。東芝のREGZAと通常
のテレビを見比べに、ぜひ当店
にご来店ください。

15分で毛穴すっきり
「毛穴エステ」

通常 1,080 円（税込）を
フェア期間中に限り
500 円（税込）

10個入通常310円（税抜）を
フェア期間中に限り
290円（税抜）

※写真は焼いたものでイメージです。

豚肉がたっぷり
「肉屋の生餃子」

今買い替えるなら
4Kテレビ？

東芝REGZA

4K、8Kの受信は平成 30年 12月 1日からです。

毛穴が開いて見えるのは、毛穴に皮脂や汚れが詰まり、押し
広げられてしまったり、肌のいじり過ぎも原因です。

餃子は江戸時代に中国から伝わり、日本で初めて食べた人物は
水戸黄門との説があります。戦後、庶民の間で広まりました。

スパゲッティインディアンは当店
の裏メニューです。
当初まかない料理でしたが、お客
様からの声で裏メニューとして誕
生しました。カレーもスパゲッテ
ィも当店の自慢でしたが、組合わ
せることで格別なメニューになり
ました。鉄板で焼かれたスパゲッ
ティとトロトロのカレールーは一
度食べたらやみつきになります。

 03-3873-2584
 11:30～18:30 
 木曜

 03-3872-1437
 17:00～22:00
 日曜・祝祭日

人が集まれば「はっと」。
宮城県の登米地方の郷土料理です。
昔はお米が高級食材でした。お米の
代用食として畑で小麦を作り、美味
しく食べたい、そんな人々の願いの
もと「はっと」は生まれました。
季節の野菜やキノコ、鶏、豚、宮城
県名産「油麩」などを入れ代々母か
ら子へ受け継がれた家庭料理です。
ふ～ふ～、はふはふ。笑い顔が絶え
ません。フェア期間中以外は要予約。

季節や行事の「練りきり和菓子」
白あんに色合いを付け、四季折
々の植物や風物詩をかたどる繊
細な細工をほどこし、 祝儀や茶
席で使う上生菓子。
四季折々を楽しんでいただきた
い一つが上生菓子です。
ちょっと一緒に世界でひとつの
和菓子を創ってみませんか ?

登米の郷土料理
「はっと」

通常 680円（税込）を
フェア期間中に限り
500 円（税込）

上生菓子　ときわ家

スパゲッティ
インディアン

オリジナル
「練りきり和菓子」

650円（税込）

練りきり和菓子
3個500円（税込）

あまりに美味しいのでお殿様がご法度にしたという伝説も
あるそうです。

インドのカレーは汁気が多くてサラサラしているが日本のカ
レーは小麦粉を加熱することでとろみを出しているのが特徴。

ぼたもちは牡丹の季節、おはぎは萩の季節、お彼岸に食べる
もので形も中身も全く同じなのですが、知ってましたか？

「決断の場所」霊験が期待できるかも…。
平賀源内はエレキテル（摩擦起電器）の復元や火浣布（石綿の耐火布）の発明で著
名なほか、「土用の丑」の逸話が有名です。源内は「丑の日だから『う』のつくもの
を食べると縁起が良い」という語呂合わせを考えました。そしてうなぎ屋が「本日、
土用丑の日」と張り紙をしたところ大繁盛。コピーライターの祖とも言われていま
す。他にも浄瑠璃の台本や油絵まで描いていたという多彩な才能の持ち主。

「願いが大化けになる場所」近年とみに人気を集めているようです。
名前の由来はかつてかぶっていた大きな笠が向きを変えたから、高さ３m余と並外
れた大きさだからなどいくつかあります。台石によれば1721年（享保六年）の建立。

「お母さんありがとうの場所」いつの時代も変わらない親子の愛情の象徴。
平安時代、吉田少将の子、梅若が人買いにさらわれ、奥州へ連れていかれる途中重
い病にかかり、この地に捨てられ世を去りました。我が子を探し求めてきた母親は、
梅若の死を知らされ、髪をおろし、妙亀尼と称しこの地で子供の冥福を祈ったとさ
れています。
歌舞伎や謡曲の「隅田川」はこの伝説をもとに作られています。

手づくりかた焼きのうまさ日本一を
目指します。おかきに合った厳選さ
れたもち米、生醤油、おいしい香り
の浅草のり、東京一の薬研堀とうが
らしなど材料にこだわったおかきで
す。自然乾燥で５日寝かせ、硬さに
こだわった焼き方、味、香りや歯ご
たえなど職人が選別した製品のみが
店頭に置かれています。味は逸品、
お値段逸品、真心逸品。ご予算に合
わせ量り売りも致します。

 03-3875-1462
 10:00～19:00
 毎日営業

知ってますか？「Hazuki」。
メガネではありません。今話題
のメガネ型拡大鏡です。メガネ
型ですので手に持って見たり、書
いたりすることはありません。
またメガネの上からも「Hazuki」
はかけられ私も使っています。
90gと軽く、間違って踏んでし
まっても壊れません。
レンズは 10年保証付きです。

知る人ぞ知る
大きく見える「Hazuki」

10,980円（税込）
フェア期間中に限り
レンズクリーナー特別サービス

 03-3872-1270
 9:00～14:00  17:00～21:30
 月曜

「平賀源内御膳」
土用の丑の日のうなぎで有名な平賀
源内の墓所が近くにあります。
その源内にちなんで「平賀源内御膳」
を創りました。
朝仕入れた新鮮なお刺身やうなぎの
盛り合わせととろろの組み合わせが
絶妙です。
ぜひご賞味ください。

奥浅草ならではの逸品
「平賀源内御膳」

まるごと江戸おかき
　  「味くらべ」手作り

1,080円（税込）

1袋 100円（税込）

老眼鏡はピンぼけだったものにピントを合わせる。ハズキは
拡大鏡なので、文字が小さくて見にくい方にオススメ！

越後屋として明治 45年に創業して、今年で 106年になりま
した。私は 4代目店主です。

おせんべいとおかきの違いって知ってますか？
おせんべいはうるち米、おかきはもち米が原料です。

日曜・祝祭日

「フィツトパンツ」女性用のみ
足にフィットするきれいな細身の
ラインが特徴で、ストレッチ性も
持ち合わせているので締め付け感
が少なく動きやすくとても穿き易
い日本製パンツ。 黒と紺の濃いカ
ラーがよりすっきりとしたシルエ
ットを演出してくれます。チェニ
ック丈にも合う細身のパンツです。

 03-3872-2956
 10:00～18:00 
 日曜・祝祭日

楽しみ４倍！
「唐揚げ四種特盛弁当」
正油風味骨なし唐揚げ 2コ
にんにく風味骨なし唐揚げ 2コ
カレー風味骨付手羽元唐揚げ 1コ
レモン風味チューリップ唐揚げ 1本
米は宮城県コシヒカリ
肉は岩手産フレッシュ
鶏肉屋の本格的なお弁当。
数の多い場合は要予約。

店主が一緒に
写った写真
店主が一緒に
写った写真

サイズはM～3L迄あり多くの方に似合うと思います。
また、洗濯機でも洗える手軽さも人気です。

お弁当・惣菜　鳥清本店

すっきりスマートに
見える

「フィットパンツ」

楽しみ 4倍
「唐揚げ四種特盛り弁当」

550円（税込）

5,290円（税込）

鳥類は、体重を軽くしておく必要あるので比較的体脂肪を含
まず、ヘルシーな食肉として珍重されています。

日曜・祝祭日

（国指定史跡）

（都指定史跡）

メガネのメキキ 南雲信行メガネのメキキ 南雲信行

和食のマイスター 角山崇和食のマイスター 角山崇

江戸おかきのマイスター 加藤孝平江戸おかきのマイスター 加藤孝平

カレーのマイスター 長田有効カレーのマイスター 長田有効

上生菓子のマイスター 杉山敏之上生菓子のマイスター 杉山敏之
から揚げのマイスター 遠藤均から揚げのマイスター 遠藤均

餃子のマイスター 梛野雅明餃子のマイスター 梛野雅明

エステのメキキ 岸田早苗エステのメキキ 岸田早苗
郷土料理のマイスター 金子愛子郷土料理のマイスター 金子愛子

おしゃれのメキキ 吉良光子おしゃれのメキキ 吉良光子

家電のメキキ 本田末信家電のメキキ 本田末信
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