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専修大学は2020年4月、神田神保町の神田キャンパスに新校舎を
オープンし、商学部の移転と国際コミュニケーション学部の新設を予
定しています。神田キャンパス周辺の九段下から須田町に至る靖国通
り商店街には、古書店街、老舗中華料理店、カレー店、喫茶・カフェ、
スポーツ用品店、楽器店、蕎麦・甘味処など老舗街を始めとして魅力
的な商店が多数並んでいます。しかし、学生等にはその魅力が十分知
られていません。
そこで私たちは、靖国通り商店街の魅力を学生目線で伝えたいと考

え、2016年から活動を始めました。靖国通り商店街連合会サポー
ターとして、店舗やイベントを取材させて頂き、Instagramや
Facebook、Twitterに記事を投稿しています。
本冊子は、この４年間にわたる私たちの活動記録をまとめたもので

す。いまだすべての店舗やイベントをとりあげられているわけではあ
りませんし、地域的にもすべてを網羅できているわけではありません。
学生目線で取材を進めてきましたので、お許しいただけますと幸いで
す。私たちの活動はこれで終わりではなく、今回はあくまでも中間報
告としてのまとめです。これからも活動を継続し、今回取り上げられ
なかった店舗やイベントを取材させていただければと思っていますの
で、ぜひよろしくお願い申し上げます。
最後に、この間私たちの活動を継続的にご支援、ご協力いただいた

靖国通り商店街連合会、千代田区商店街連合会、千代田区商店街振興
組合連合会、千代田区役所商工観光課を始めとする関係者の皆様にあ
らためて感謝申し上げます。

2019年11月

専修大学商学部 教授 渡辺達朗
ゼミナール学生一同
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地図の番号と
同じです!

①営業時間
②住所
③電話番号

私たちのSNSの 
記事を見ることができます!

下にSNSの投稿日を記載しています。

マップの番号は、
専修大学神田キャンパスから
神田神保町、神田小川町、
神田淡路町、神田須田町の

順番になっています!
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神田神保町

② 水戸興産

① 雷門き介

⑤ Book House Cafe

④ ブックカフェ
二十世紀

③ ダイニングカフェ
エスペリア



地鶏とおでん、地酒にこだわっている
リーズナブルなお店です。
おでんは日高昆布と鶏がらスープのだし
が染み込んでいて、奥深い味わいでし
た！お刺身も美味しくいただけます。
また、お皿もとても美しいのでお聞きし
たところ、有田焼などの有名なお皿を日
本の各地から取り寄せているそうです！

①月～金 11：30～14：00、16：00～23：00

土曜 12：00～22：00

②東京都千代田区神田神保町2-4

九段富士ビルB1

③03-5276-0781

②水戸興産地元密着の不動産会社です。
「お客様の身になって」をモットーに、
親切・丁寧な顧客対応を心掛けていらっ
しゃいます。店主であり、靖国通り商店
会の会長でもある稲垣さんは、若いころ
から管理しているビルの掃除や挨拶まわ
りなどを重ね、信頼を築いてこられたそ
うです。防犯、防災、警察、ボーイスカ
ウトの相談があったらぜひどうぞ！

①平日 9：00～19：00

土曜 9：00～12：00

②東京都千代田区神田神保町2－4

③03-3262-7777

①雷門き介
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2016.11.16投稿

2016.10.01投稿

み と こう さん

かみなりもん すけ
神田神保町

古書を読みながら軽食を食べることが
できるお店です。カフェにある二十世
紀オリジナルブランドコーヒーは、一
杯ずつ豆から挽いており、苦味と酸味
が絶妙でした！落語など様々なイベン
トを開催しているので、ぜひ訪れてみ
てはいかがでしょうか。

創業45年、代々味を引き継いで、古くか
ら多くの方に愛されているお店です。
オムカレーはふわふわのオムライスに
じっくり煮込んだビーフカレーがたっぷ
りかかっていて、とろけるようなコクの
ある味わいでした♡ランチは日替わりで、
沖縄デーなどのイベントも多く行ってい
るそうです。

③ダイニングカフェ エスペリア
神田神保町

①平日 11：00〜15：00、17：00〜23：00

土曜 11：30〜15：00、16：00〜21：00

②東京都千代田区神田神保町2－4

太平電業ビルB1

③03-3234-2588
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2016.10.18投稿

④ブックカフェ 二十世紀

①平日 11：00〜19：00

日・祝11：00〜18：00

②東京都千代田区神田神保町2-5-4

開拓社ビル２F

③03-5213-4853

2016.10.03投稿

に じゅっせい き



⑤Book House Cafe
子どもの本専門店&カフェで、お昼時には
カフェですが、夜にはお店がバーになり、
可愛らしい雰囲気のお店から一気に大人な
雰囲気に変わります。
小さなお子様からあまり絵本を読まなく
なった大人の方まで楽しめるお店です！

①平日 11：00〜21：00

土・日・祝11：00〜19：00

②東京都千代田区神田神保町2-5 北沢ビル1F

③03-6261-6177

2018.02.28投稿 2018.03.02投稿
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神田神保町

次のマップへ
GO!!

⑥ ブンケン・
ロック・サイド

⑩ 新世界菜館

⑧ 高山本店

⑪ 京都便利堂

⑬ メナムのほとり

⑫ 山形屋紙店

⑨ステーキアンド
ワイン神房

⑦ 原書房
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神田神保町



こちらのお店では様々なサブカルチャーに
関する書籍を取り扱っており、特に音楽系
雑誌のバックナンバーが充実していました。
好きなバンドやアイドルのルーツを遡る学
生さんも多いそうです。懐かしい物に出会
えて、タイムスリップしてるような気分に
なれました！

⑥ブンケン・ロック・サイド

①平日 10：00～19：00

日・祝11：00～19：00

②東京都千代田区神田神保町2-3

③03-3511-8226
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2017.05.31投稿2017.05.31投稿

⑦原書房昭和7年に開業された運命学・浮世絵の
専門店です。1階には運命学・占いの本
が並び、2階には浮世絵や版画が多く取
り揃えられています。
外国人の方にも人気で、多くの人が訪れ
るそうです！

①火・土 10：00〜18：00

②東京都千代田区神田神保町2-3

③03-5212-7801

2019.05.01投稿 2019.05.01投稿

はら しょ ぼう

神田神保町

古全集・美術・武道・能謡・歴史・料理
書等その他辞書・辞典等を扱う古書籍販
売店です。
店名の本店は、“本屋さん”という意味で
店内はさまざまな本で溢れています。
忍術や能楽などの珍しい本もあります。

⑧高山本店

①平日・土 10：00〜19：00

日・祝 11：00〜18：00

②東京都千代田区神田神保町2-3

神田古書センタービル1F

③ 03-3261-2661
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2016.10.13投稿

⑨ステーキアンドワイン神房
お昼は『欧風カレーボンディ』のカレー、
夜は上品なお肉料理を楽しめるお店です。
こだわりのハンバーグに使用されている
デミグラスソースは、２週間以上かけて
作り、お肉は一番ハンバーグに適した部
位を使用しているとのことです！
極上の味が堪能できます♡

①月～土 11：00〜15：00、17：30～22：00

②千代田区神田神保町２－３

神田古書センタービル１Ｆ

③03-3264-8320

2017.06.28投稿 2017.06.28投稿

たか やま ほん てん

じん ぼう

神田神保町



⑩新世界菜館 創業60年以上で、旬の味覚をふんだん
に取り入れた、自然を愛する中国の人々
のまごころこもった料理が楽しめる老舗
中華料理店です。しかし、意外にも人気
なのは裏メニューのカレーです！ルーは
中華料理のようなとろみがついていて、
味はあっさりしていて辛すぎず、とても
食べやすかったです。裏メニューですの
で数に限りがあるそうです。

①月～土 11：00～23：00

日・祝 11：00～21：00

②千代田区神田神保町2-2新世界ビル

③03-3261-4957
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2016.10.05投稿

こだわりの絵はがきを揃えるお店です。
全国の美術館などにある日本名画が描か
れた絵はがきをはじめ、四季折々の絵は
がきが販売されています。
「手紙ソムリエ」が自分に合った絵はが
きを紹介してくれるので、ぜひ聞いてみ
ましょう！

①平日 12：00～18：00

土・祝12：00～17：30

②千代田区神田神保町2‐3‐1岩波書店

アネックス2F

③03-5226-0015

2017.01.30投稿

⑪京都便利堂
きょう と べん り どう

しん せ かい さい かん

神田神保町

⑫山形屋紙店 創業100年以上の、歴史ある和紙の専門
店です。和紙を使ったストラップなど魅
力的な商品が多数あります！オススメは
「泥染和紙」という山形屋紙店限定商品
です。和紙を使って何かをつくるときは、
ぜひ和紙愛に溢れる店主さんに相談しま
しょう！

①平日 10：00～18：00

②東京都千代田区神田神保町2-17

③03-3263-0801
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2019.02.26投稿2019.02.26投稿2019.02.25投稿

⑬メナムのほとり
創業30年の女性にとても人気のお店です。
人気の料理はガパオライスで、2人のタイ人
シェフが本格的な料理を提供してくれます。
麺類のメニューではタイ麺を使った焼きそ
ばがオススメとのことで、馴染みやすい一
品となっているようです。

①月～木 11：30～15：00、17：30～翌2：00

金・祝前日11：30～15：00、17：30～翌3：00

土・日・祝11：30～15：00、17：30～22：00

②東京都千代田区神田神保町2-1

岩波ビル別館1F

③03-3238-9597

2018.09.13投稿 2018.09.23投稿

やま がた や かみ てん 神田神保町
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神田神保町

⑮ 欧風カレー
ガヴィアル

⑭ 鶏くるり

⑳ ミロンガ・ヌォーバ

⑲ avocafe

⑱ 東洲斎

⑰ スマトラカレー
共栄堂

⑯ ビヤホール
ランチョン

2018年10月にオープンしたばかりのお店
です。鶏を8時間以上煮込んで作った鶏旨
み出汁が各メニューのベースとなっていま
す！女性に嬉しいメニューがたくさんあり
ます。
鶏肉料理メインのお店なので、鶏肉好きの
方はぜひ足を運んでみてください！

⑭鶏くるり

① 11：30〜14：30、17：00〜22：00

②東京都千代田区神田神保町1-32出版クラブビル１F

③03-5843-9162
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2018.11.10投稿2018.11.19投稿

⑮欧風カレーガヴィアル
30数年前に創業して以来、ソースは毎
日継ぎ足しながら提供しているという
カレー店です！ポークカレーやビーフ
カレーが人気だそうです。店内は喫茶
店のような非常に落ち着く空間でした。
また、店主さんがとても優しく面白い
方で、付け合わせのポテトの食べ方を
教えて頂きました。

① 11：00〜21：30

②東京都千代田区神田神保町1-9稲垣ビル２F

③03-6273-7148

2018.06.07投稿 2018.06.04投稿

とり

おう ふう

神田神保町



⑯ビヤホール ランチョン
創業100年の歴史をもつ老舗店！
オススメはオムライスとメンチカツだそ
うです。気さくな店主さんにビールにつ
いてお話を伺いました。その日の温度や
湿度によって同じビールでも味が変わる
ので、一定の味を保つためには樽の管理
が欠かせないそうです。普段何気なく飲
んでいるビールですが、そこにある奥深
さを実感しました！

①平日 11：30〜21：30、土曜11：30〜20：30
②東京都千代田区神田神保町1-6サンビルディング１F

③03-3233-0866
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2018.01.29投稿2018.01.29投稿

⑰スマトラカレー共栄堂
大正13年創業の老舗で、あまり馴染み
のないスマトラカレーが食べられます！
店主の宮川さんによると、甘みは野菜か
ら、辛さは 26 種類の香辛料から、そし
てビターさは香辛料をローストすること
で生み出されているそうです。

① 11：00〜20：00

②東京都千代田区神田神保町1−6

サンビルディングＢ1

③03-3291-1475

2017.10.27投稿

きょう えい どう

神田神保町

⑱東洲斎 江戸から明治30年の浮世絵を中心に、歌
川広重の作品や美人画を多く扱っている
そうです。
当時浮世絵は、土産物や流行を知るため
のもの、そして女性のファッション雑誌
のような役割をしていたと、明るく優し
いお店の方が教えてくれました！

① 11：00〜19：00
②東京都千代田区神田神保町1-6 サンビルディング1F

③03-3259-1088
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2017.09.10投稿2017.09.08投稿

⑲avocafe
日本で最初のアボカド料理専門店です。
店主さんの奥さんがハワイに留学してい
た時にアボカドを好きになり、その魅力
を日本でも広めたいという思いがきっか
けであったそうです。どの料理もアボカ
ドたっぷりで、大満足間違いなしです！

①月〜金 11：30〜15：00、18：00〜22：30

土・日・祝12：00〜22：00

②東京都千代田区神田神保町

1-2-9 ウエルスビル3F

③03-5281-6177

2018.07.29投稿 2018.07.29投稿

とう しゅう さい
神田神保町



⑳ミロンガ・ヌオーバ
コーヒーと世界のビール、そしてレコー
ドから流れるアルゼンチンタンゴを楽し
める古き良きレトロカフェです！
お店に入ると重厚感のあるタンゴと風情
あふれる空間が、まるで別の世界に来た
ような感覚にさせてくれます。

①平日 10：30〜22：30

土・日・祝11：30〜19：00

②東京都千代田区神田神保町1-3

③03-3295-1716
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2018.11.12投稿 2018.10.17投稿2018.10.26投稿

神田神保町
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② V3 Kadoya

① 中外徽章

⑤ 檜書店

④ カワセ楽器

③ 原久洋服店

⑥ 草土舎

神田小川町

メダルやトロフィーなどを扱っている
お店です。自衛隊や一般企業、学校関
係にメダルやトロフィー、名札、ユニ
フォーム等を特注で卸している他、
バッジの製作にも力を入れているそう
です。お店には、サンプルとして多数
のトロフィーや盾が飾られていました。

①中外徽章

①平日 9：00〜17：30

②東京都千代田区神田小川町3丁目2

③ 03－3294－3431

②V3 Kadoya1957年から主にスキー用品とインライ
ンスケート用品を扱うスポーツ用品店
です！
「お客さんの足の形に合った靴をつく
る」というこだわりから、お客さんが
ブーツをつくってから５年間は無料で
再度直すことができたり、お子さんの
足に合わせて伸び縮みするインライン
スケートブーツをつくっているそうで
す。

①月～土 11：00～19：30

日・祭 11：00～19：00

②東京都千代田区神田小川町3-2サニービル1･2 F

③ 03-3295-2525
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2018.06.26投稿2018.06.26投稿

2016.10.20投稿

ちゅう がい き しょう 神田小川町



様々なアコースティックギターやバン
ジョーを取り扱っている楽器店です。
さらに、オリジナルブランド商品の開
発や制作、楽器修理も行っています。
お客様との対話を大事にしているそう
です！

・祝日は18:00まで） 
②東京都千代田区神田小川町2-4 
③03-3291-2723

③原久洋服店

④カワセ楽器

原久洋服店では、店員さんと一対一で
じっくり話しながら、身体にぴったり
のオーダーメイドスーツを作ってもら
えます！オーダーメイドスーツは、好
きな生地や好みの形で自分らしさを表
現できるという魅力があります。

① 10：00〜19：00（日・祝は18：00まで）

②東京都千代田区神田小川町2-4

③03-3291-2723

①平日 9：30〜18：00

土曜 10：00〜18：00

②東京都千代田区神田小川町2-4-14

③ 03-3291-2900
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2017.11.22投稿2017.11.22投稿

2017.3.15投稿

はら きゅう よう ふく てん

が っ き

神田小川町

能・狂言の商品を扱っているお店です。
能で扱われる小道具の販売や、初めての
方にも能や狂言の物語を知ってもらうた
めの本を出版したり、実際に舞台を観に
行くお客様には、台詞の口語訳や解説を
行うタブレットをレンタルしているそう
です。わかりやすい能と狂言の普及を目
指しているとおっしゃっていました！

⑤檜書店

① 9：30〜17：30

②東京都千代田区神田小川町2-1

③03-3291-2488

⑥草土舎大正13年創業の創作額縁のお店です。店
内に入ると、額縁やフォトフレームがた
くさんあり、わくわくさせられます！
「お客様にここで買って良かったと思っ
てもらえるようこだわっている」とおっ
しゃっていました。そのような人柄やお
店の雰囲気から、大半のお客様がお任せ
でオーダーしているということにも納得
です。

① 9：40～18：00

②東京都千代田区神田小川町1－7

③03‐3294‐6411
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2016.12.12投稿

2017.02.13投稿

ひのき しょ てん

そう ど しゃ

神田小川町
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神田淡路町・神田須田町

② 文具の日乃出

① 北谷食堂

④ 竹むら

③ 神田まつや



社長の小家進さんのお話によると、昔は
お客様との会話などを交えて一緒に商品
を選ぶお店が多かったのですが、現在は
時代の変化と共にその形態が変わってき
ているそうです。
しかし、文具の日乃出さんはお客様との
会話を大切にしているそうです。

②文具の日乃出

①平日 9：00〜19：00

②東京都千代田区神田須田町1－2

③03-3256-1885

①北谷食堂 人気の沖縄料理屋さんです！
店内にはオリオンビールの提灯がたくさ
ん下がっています。他にも沖縄料理店な
らではのシーサーが飾ってあったり、
様々な種類の泡盛が置かれているので、
お店にいるだけで沖縄の気分を味わえま
した！
オススメ料理はゴーヤチャンプルーと豚
の皮付きの角煮のラフテーだそうです。

①月～金 11：30～14：00、17：30～23：30

土曜 17：00～22：00

②東京都千代田区神田須田町1－2－1

カルフール神田 B１F

③03‐3255‐4129
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2016.12.28投稿

2018.04.25投稿2018.04.25投稿

ぶん ぐ ひ の で

ちゃ たん しょく どう
神田淡路町・神田須田町

昭和５年に創業された老舗の甘味処です。
一から手作りしているあずきは、創業当
時から、材料、製法が変わっておらず、
東京都選定歴史的建造物にも指定されて
いる建物も改装していないそうです。
オススメの揚げまんじゅうは、外のサ
クッとした食感の中にあんこがたっぷり
入っていて、とても美味しかったです！

④竹むら

神田淡路町・神田須田町

①11：00〜20：00

②東京都千代田区神田須田町1－19

③03‐３251-2328

③神田まつや 明治17年創業の歴史あるお蕎麦処です。
お店に井戸を持っていて、そのお水を
使って蕎麦を作っているそうです。
手打ちのお蕎麦は喉ごしが心地よく、少
し濃いめの出汁の効いたお汁と合わさり、
思わず夢中で食べてしまう程の美味しさ
です！「こだわりは蕎麦と汁のバランス
だ」という店主さんのお言葉には納得の
一言でした。

①月〜金 11：00〜20：00

土・祝 11：00〜19：00

②東京都千代田区神田須田町1－13

③03-3251-1556
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2019.06.01投稿

2016.12.02投稿

2019.06.02投稿 2019.06.05投稿

たけ

かん だ
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千代田のさくらまつり
3月下旬開催！

神保町さくらみちフェスティバル
『春の古本まつり』

千代田のさくらまつり

★神田すずらんまつり
（P.32）

やすくに七夕夢まつり
※イベントは2018年に終了しましたが、
一部のお店では笹や短冊などが飾られます!

★神田カレーグランプリ
（P.34）

★神田古本まつり
（P.32）

★神保町ブックフェスティバル
（P.33）

YASUKUNIイルミネーション

★クリスマスキャロルの夕べ
（P.34）

★小川町雪だるまフェア
（P.35）

★神田スポーツ祭り
（P.33）
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「★」のあるイベントは
記事で紹介しています!
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私たちのSNSの 
記事を見ることができます!

下にSNSの投稿日を記載しています。

※開催時期・場所は
年により異なる可能性があります。

①開催時期
②開催場所

神田すずらんまつり

古本や飲食のブースや大学ブース
ゆびぶえのステージなど数多く出
展されており、子どもから大人ま
で幅広い年代の方が各ブースで交
流していました。朝から夕方まで
開催され、すずらん通りを盛り上
げます。

神田古本まつり

駿河台下や専大前交差点などの歩道
にたくさん古本が並びます。昔の小
説や漫画、図鑑などジャンルも様々
です。興味のある本や初めて目にす
る本が多くてわくわくします。

① １０月下旬～１１月下旬
②神田神保町古書店街
（靖国通り沿い・神田神保町交差点他）
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2019.05.29投稿 2019.05.31投稿 2019.05.31投稿

2017.11.08投稿 2017.11.04投稿

①5月下旬
②神田すずらん通り



神保町ブックフェスティバル
すずらん通りとさくら通りにサイ
ン本や外国文学、子ども向けの本
がワゴンで並びます。その他にも
フードコートや演奏ステージなど
もゆっくり楽しめました。種類が
多く、セールも行っていました。
宝の山を漁っているような気分で
す！
①10月下旬～11月初旬
②すずらん通り・さくら通り
神保町三井ビルディング公開空地

神田スポーツ祭り
神保町はスポーツ用品店が多く
たくさんのブースが並びます。
ウィンタースポーツグッズやス
キー場リフト券などが特売され
たり、毎年恒例で神田プロレス
が開催されたりとスポーツ好き
で賑わっていました。

①10月下旬
②靖国通りスポーツ店街、小川広場
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2017.11.11投稿

2018.11.07投稿 2018.11.07投稿

2018.10.31投稿

神田カレーグランプリ
カレーの激戦区である神田では
毎年11月初旬に『神田カレー
グランプリ』が開催され、多く
の店舗が出店しています。グラ
ンプリはお客さんの投票で決ま
ります！カレー好きの方には堪
らないイベントです♪

① 10月下旬～11月初旬
②小川広場

2018年のグランプリ受賞店舗
・グランプリ
MAJI CURRY神田神保町店
・準グランプリ
ジョイアルカレー
・3位＆神田カレーマイスター賞
Spice Box

クリスマスキャロルの夕べ
『クリスマスキャロルの夕べ』
では共立女子中学高等学校の吹
奏楽部・音楽部による演奏や合
唱が行われます。また、毎年ホ
ットチョコレートとスパークリ
ングワインが無料で配られ、ク
リスマスムードをたっぷり堪能
できます。

①12月下旬
②神保町交差点
（岩波神保町ビル前広場）
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2018.11.12投稿 2018.11.07投稿

2018.11.07投稿

2018.12.28投稿 2018.12.26投稿2018.12.26投稿



小川町雪だるまフェア
靖国通り商店街沿いに、参加者が
作成した雪だるまが並びます。雪
を見る機会がなかなかないため多
くの子どもたちで賑わいます。他
にも足湯体験コーナーや嬬恋村の
グルメコーナーも楽しめます！

①1月下旬
②神田小川町
（靖国通り会場/小川広場会場）

36

ミストが登場！

2018年の夏、神保町にひんやりスポットが登場
！猛暑を乗り切るため、多くの人が利用していま
した。和風な造りで風情があります！

おまけコーナー

専修大学神田新校舎
建設中！

靖国通りに面する新校舎は2020年
４月に完成します。こちらにもミ
ストができ、桜の木も植えられる
そうです！楽しみです★

2019.02.01 撮影 → 2019.10.27 撮影

2017.01.24投稿

取材記事が
できるまでを
紹介します！

取材記事って、どうやってつくっているの？

お店を決める
まず、取材するお店を決めます。

わたしたち
靖国通り商店街

連合会サポーターが
つくってます！！

取材する
お店の勉強

取材するお店の基本情報を
調べたり、質問したいこと
を考えます。

取材
お店に伺い、いよいよ取材開始です！
店主さんに質問をしたり、
写真を撮らせていただいたりします。

記事作成
取材したことをSNSに掲載するための記事
にします。
記事ができたら、みんなで記事の添削を
します。

完成！
添削が終わったら、SNSに投稿します！

学生目線で気になるお店を
選んでいます。取材してい
く中で、新たにお店を見つ
けることもあります！

店主さんとのお話の中で、新たな魅力を発見すること
もでき、楽しいです😊😊
取材風景を撮ることを心掛けています！

37

「いいね！」お待ちしています！

アポをとる
取材するお店が決まったら
お店に取材のアポを取りま
す。

「実際に行って、見て・感じ
たこと」を分かりやすく伝え
るように書いています！
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皆さま、ご協力いただきありがとうございました！

今後ともよろしくお願い致します。
専修大学商学部渡辺達朗ゼミナール
靖国通り商店街連合会サポーター

編集後記
最後までお読みいただき、ありがとうご

ざいます。
今の時代、SNSやホームページでお店の

ことを簡単に知ることができ、お店によっ
てはインターネットで商品が買える便利な
時代です。しかし、実際に取材をするなか
でお店の雰囲気や店主さんのこだわりなど
実際にお店に行ったからこそ分かる魅力が
たくさんありました。この発見や楽しさを
大切にし、多くの方に伝えていけたらと思
います。
最後に、取材にご協力いただきました皆

さま、ありがとうございました。専修大学
商学部は2020年に神田キャンパスへ移転
します。より一層、皆さまと靖国通り商店
街連合会を盛り上げたいと思っております
ので、今後ともよろしくお願い致します。
引き続き、お店の取材やイベントの紹介な
どをSNS（裏表紙のＱＲコードよりご覧いた
だけます）で発信しますので、ぜひご覧く
ださい。

2019年11月発行

＜御協力＞
靖国通り商店街連合会の皆さま
公式ホームページ：https://yasukunidori.jp/

＜発行元・編集＞
専修大学商学部渡辺達朗ゼミナール
靖国通り商店街連合会サポーター

〔神田キャンパス〕
〒101-8425
東京都千代田区神田神保町3-8
〔生田キャンパス〕
〒214-8580
神奈川県川崎市多摩区東生田2-1-1
研究室受付：044-900-7988
ホームページ：
http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thc0576/

※お店の基本情報（電話番号・営業時間など）は2019年８月時点の情報です。最新の情報は
お店でご確認ください。
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Wataゼミ presents
ようこそ！靖国通り商店街へ -Vol.1-



【Facebook】 【Instagram】 【Twitter】

▼靖国通り商店街連合会の魅力を発信するＳＮＳはこちら！▼


