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ディープな二子への誘い
.)

今年、 満を持して二子玉川商店街の公式ホームページがオープンしたのをご存知ですか？これまで個人の方が運営する二子
玉川紹介サイト （弊社サポートの二子ナビもそのひとつ。 最近はサポートをサボって情報が古すぎるとお叱りをいただいており
ます・ ・ ・ ） は、 数多くありましたが、 商店街がついに開設しました。 その内容はとってもディープ。 「ぐるなび」 や 「食べログ」
には出てこない飲食店情報や、 暮らしやファッション情報では、 こんなお店があったんだ！と驚きやへぇ～ ・ ほぉ～の連続です。
そしてなんといっても嬉しいのが、 商店街のお店はみんな暖さに溢れていること。 皆さんもスマホやタブレットで商店街サイト
をチェックしながら今まで入ったことのない商店街のお店に思い切って飛び込んでみてはいかがでしょうか？きっと新しい出会
いや発見があり、 ディープな二子を体験できますよ。

店舗検索のカテゴリー分け
＜グルメ＞
寿司 ・ 割烹、 焼肉 ・ 串焼き、 居酒屋、
バー、 カフェ、 ラーメン ・ 中華、 スウ
ィーツ ・ ベーカリー、 お持ち帰り ・ お
土産、 うどん ・ そば、 イタリアン、
ペット OK、 郷土料理、 パーティー ・
宴会、 韓国料理、 和食、 洋食、 お酒、
惣菜 ・ 弁当

＜暮らし＞
ショッピング、 生鮮食品、 花、 クリー
ニング、 趣味 ・ スクール、 ペット、 住宅
・ 不動産、 リサイクル、 育児 ・ 保育園、
薬局、 本 （書籍、 コミック、 DVD）、
文具、 新聞、 燃料、 写真館

＜遊ぶ ・ 観光＞
寺院、 スポーツ、 自然とふれ合う、
パワースポット、 歴史の名所、 １日体験、
ペットと遊ぶ、 美術館 ・ ギャラリー ・
アトリエ、 カラオケ

＜美容 ・ 健康＞
美容室、 理容室 ・ 男性サロン、 エステ
サロン、 ネイルサロン、 コスメ販売
エクササイズ、 ダイエット、 ヘッドスパ
脱毛サロン、 マッサージ ・ リフレクソロジー
整体 ・ 整骨 ・ マッサージ、 病院、 薬局

＜ファッション ・ 雑貨＞
眼鏡 ・ アクセサリー ・ ファッション雑貨
オーダーメイド、 メンズファッション
レディースファッション、 スポーツ
子ども服、 インテリア ・ 雑貨

＜企業＞
建設業、 専門職、 製造業、 公共公務
情報流通業、 運輸業、 卸売 ・ 小売業
金融 ・ 保険業、 不動産業、 飲食 ・ 宿泊業
医療 ・ 福祉、 教育 ・ 学習、 サービス業
その他産業、 不動産コンサルティング

★二子玉川商店街 HP は、「二子玉川商店街」で検索もしくは http://futako-tamagawa.net/ を入力
* てくたくアサッチ＃4「牧水碑」*
明治以降の文人で世田谷にゆかりのある最初の人は、若山牧水だと言われてい
ます。明治 37 年（1904 年）の 8 月から 9 月にかけて、牧水は脚気療養のために
瀬田で過ごします。時に牧水 19 歳。当時の日記の中に、若き牧水が熱い想いを
寄せていた「もよさま」という女性ことが記されています。牧水より年上でした
が、瀬田のある旧家のお嬢さんで、よく瀬田のあたりや多摩川
のほとりを散歩していたそうです。私も散歩をすれば将来の大
女流作家の日記に登場するのではないか、と期待するのは愚の
骨頂でしょうか？牧水碑は兵庫島にあります。

各店舗がどのように紹介されているか、 「グルメ」 カテゴリー内の
「遊食屋」 さんを例にご紹介！

Tel: ０３-３７０８-３７７３

ここをクリックすると

名称

遊食屋

フリガナ

ユウショクヤ

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 3-20-2 マノア 地下

住所 ・ TEL ・ 営業時間 ・ 定休日の基本情報はもちろん。
求人情報や公式サイト ・ ブログ ・ ツイッター ・ フェイス
ブックのアドレスも掲載！お店発信の情報もゲットできる、
まさに痒いところに手が届く作りとなっています。 クレ
ジットカード取り扱いの有無が分かるのが有難い。 これ
って結構重要ですよね。 皆さんも商店街サイトをガンガン
活用してディープな二子を満喫してみては？

TEL

０３-３７０８-３７７３

公式サイト

http://www.yushokuya.com/

営業時間

日月水木 18:00〜2:00、金土 18:00〜4:00

定休日
求人

火
【随時募集中】 お問い合わせ先：03-3708-3773

ブログ

http://ameblo.jp/kenblog24/

Twitter

https://twitter.com/kenjinjing/

Facebook

https://www.facebook.com/kenji.nishitani

クレジットカード

お取り扱いできます。

用賀店の壁にアサッチが帰ってきました！

用賀店の外壁塗装工事のために一時的に故郷へ帰っていたアサッチが
10 月 8 日に帰ってきました。 しかも今度は張り切って 「よっきー」 の
家へ新聞を配達しています！用賀駅に御用の際は是非見に来てやって
下さい。 「よっきー」 から 「ありがとう」 の声援を受けてアサッチも元
気に街に走り出しています。 私たちスタッフもアサッチに負けないよう
皆様のお宅に張り切って配達します！

「滝平二郎きりえカレンダー」 2013 ゆるキャラグランプリ
2014 年度版好評配布中！ やったね！よっきー総合 96 位！
毎年恒例、朝日新聞オリジナル
2014 年度版「滝平二郎きりえカレン
ダー」を店頭にて無料で配布してお
ります。ご希望の方は用賀店・二子
玉川店までお越しください。数に限
りがありますので早めのご来店をお
待ちしておいります。

（参加１５８０体）

皆さんの応援の
おかげでよっきー
も喜んでいます！
ありがとう！

西谷

