
昭和25年11月に協同組合を結成。昭和39年に現

在の振興組合に改組した。埼京線十条駅と京浜東

北線東十条駅とを結ぶ通勤・通学のメインスト

リートとして位置する商店街。主な年間行事は中

元・歳末大売出し、春・秋のイベントセールがあ

ります。

十条中央商店街振興組合　　　

住所 北区中十条2-18-1 電話 03-3907-5705

事務所 北区上十条1-16-6
事務所
電話 03-3908-5430

十条
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十条支店
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山椒の香りが漂うピリ辛のスー

プは旨味があり、箸が進んでし

まいます。もちもちの麺とスー

プの相性は最高。他にも醤油・

味噌・豚骨と様々な味がありま

す。ぜひ一度ご来店ください。

創業３８年の信頼と実績ある
クリーニング店。これまでに
培った経験により技術力・知
識量に定評があり、高いサー
ビス品質を実現しています。
十条店の他にも滝野川店もご
ざいます。ぜひご利用下さ
い。

住所

3 鳥肉の山田屋 4 大衆割烹　田や

北区中十条２－２２－５ 住所 北区中十条２－２２－４

電話 ０３－５９４８－６３８１

電話 ０３－３９００－８３３４メール linhang1020@icloud.com

焼き鳥 新鮮な刺身と冬の鍋料理

5 本格江戸前　竹寿司 6 三河屋酒店

住所 北区中十条２－２２－２

電話 ０３－３９０９－１８８１

十条駅から徒歩３分。毎日炭

火で焼き上げる各種焼き鳥は

柔らかくジューシーで絶品で

す。鳥の旨味を感じるよう

カットし、丁寧に焼き上げた

こだわりの焼き鳥をぜひご賞

味下さい！

昭和２８年創業、地元のお客様を
始め、多くの常連様にご来店頂い
ております。豊富なメニューはど
れも人気ですが、特に夏場は新鮮
な刺身、冬は種類豊富な鍋が好評
です。また、先代が秋田出身で秋
田料理も名物の一つです。ぜひご
利用ください。

住所 北区中十条２－２２－４

電話 ０３－３９０８－１２５８

電話 ０３－３９０８－３３１８

晩酌セット ワイン

住所 北区中十条２－２１－１

季節に合った旬のネタを豊

洲から仕入れ、各種お寿司

やおつまみ、天ぷら等お好

みの品をご用意致します。

お一人でもご家族・ご友人

ともぜひお楽しみ下さい。

様々な種類のお酒を取り揃え

ており、特にワインの品揃え

が豊富です。あなたのお気に

入りのお酒がきっと見つかり

ます！ぜひお立ち寄り下さ

い。

住所 北区中十条２－２２－２

電話 ０３－３９００－３６０６

ＨＰ https://bit.ly/2M9RtJt

1 清蘭ラーメン 2 クリーニング　ダンディー

深煎る担々麺 クリーニング全般

各事業者への連絡の際は

「大信パンフレットを見て」と

一言お声掛けください。

店頭

店内飲食

宅配



電話 ０３－３９０７－６８３３

ＨＰ 食べログ掲載あり

8 和洋食とんかつの店　じゅん

日替わり定食

低価格でボリューム満点の各
種定食が大人気！一番人気の
日替わり定食は、一度食べた
ら「今日は何かな」と気に
なってしまうこと間違いな
し！お酒のお供の一品料理も
豊富に揃えております。ぜひ
お立ち寄り下さい。

住所 北区中十条２－１８－２

電話 ０３－６８７４－８０５１

ＨＰ 食べログ掲載あり

9 一期一会

鉄板焼き料理

全国から取り寄せたこだわりの焼

酎とお手頃価格の鉄板焼きをゆっ

くり満喫。このチラシか写真をお

持ちいただいた方には１ドリンク

サービス致します！お近くにお立

ち寄りの際はぜひご利用下さい。

7 ミートショップ　かわい

手作り焼豚

鮮度の高い高品質なお肉を

お手頃価格で提供させてい

ただいております。特に手

作りの焼豚は絶品でリピー

ター続出です！ぜひご賞味

下さい。

住所 北区中十条２－１８－３

11 十条　篠原演芸場

電話 ０３－３９０５－０２９８

ＨＰ http://www.yamashita-hisashi.com

10 司法書士 行政書士 山下 尚 事務所

相続・遺言・成年後見

相続・遺言・成年後見業務

を中心に、身近な困ったこ

とを解決するためのお手伝

いを致します。どんなこと

でもお気軽にご相談下さ

い。

住所 北区中十条２－１８－１ 電話 ０３－６３２３－０５５２

住所 北区中十条２－１８－１

十条駅から徒歩２分。お洒

落で高品質な紳士服を常時

取り揃えています。バイク

好きな店主のセンスが光る

品揃えです。ぜひご利用下

さい。

大衆演劇公演

人情劇（涙）・喜劇（笑）・

剣劇（任侠もの）などの時代

劇を主とした芝居と、舞踊歌

謡ショーの大衆演劇をお気軽

にお楽しみ下さい。感染防止

対策も徹底しておりますので

ご安心下さい！

住所 北区中十条２－１７－６

電話 ０３－３９０８－１８７４

h-yamashita@yamashita-hisashi.com ＨＰ https://www.shinohara-engeki.jp/

山本クリーニング

地元で口コミの広がる評判

のクリーニング店。衣料

品、革製品、和服までなん

でもご相談下さい。自慢の

技術で最高の仕上がりをお

約束致します。ぜひ一度ご

利用下さい。

12 ＭＡＲＵＹＡ

紳士服

メール

13

クリーニング全般

住所 北区中十条２－１７－２

電話 ０３－３９００－５３４１

住所 北区中十条２－１７－５

電話 ０３－３９０８－４９７５



大東京信用組合　十条支店

北区上十条２－３１－１
☎０３－３９０７－５１１１

発行元：地域支援部
令和４年3月18日発行

当組合ＨＰでも
ご覧いただけます！

電話 ０３－３９０６－９１２０ 電話 ０３－３９００－０２８９

メール Ogawamay16770728@gmail.com メール 7647kozo@gmail.com

ベテランのカットでより男

前に！当店は予約制ですの

でお待たせ致しません。ま

た、出張理容も承っており

ますのでお気軽にご利用下

さい。

ドリンク、軽食類の他にも

オムライス・パスタ等フー

ドメニューも各種取り揃え

ております。特にカキグラ

タンはイチオシです！家庭

的な店内でぜひおくつろぎ

下さい。

住所 北区上十条１－１６－７ 住所 北区上十条１－１６－９

18 オノ理容室 19 アルカード

カット全般 カキグラタン

“お客様の立場になって”を

モットーに地元の皆様のご愛

顧、ご支援によりお店を続けさ

せていただいております。いつ

も皆様のご来店をお待ちしてお

ります。

各種海外の豆・スパイス・

米・油・お肉を種類豊富に取

り揃えております。様々な料

理に組み合わせることで、

日々のお料理の質がアップ！

ぜひご利用下さい。

住所 北区上十条１－１３－５ 住所 北区上十条１－１５－１０

電話 ０３－６８７６－４３８５

電話 ０３－３９０９－７９８６ メール Taradhungena007@gmail.com

16 リビングショップ　カネスズ 17 ＥＶＥＲＥＳＴ　ＳＴＯＲＥ

シルバーカー・サイドカー 各種海外食材
（特にブラックダール、マソールダールといった豆製品）

電話 ０３－３９１６－４２６６

15 たかだ整骨院・はり灸院

インナーマッスルセラピー

十条駅から徒歩１分、皆様の
健康な体作りに全力を尽くす
整骨・はり灸院です。体の痛
み､痺れで苦しんでいる方、
あきらめないでぜひ当院まで
お越しください。患者様のお
役に立てるように頑張って参
ります！

住所 北区上十条１－１３－４

電話 ０３－６４１１－４２７７

14 フラワーショップ　美山園

カーネーション他

手頃な価格でお客様１人１

人が喜ばれる花を提供して

おります。近隣であれば配

達も承ります。お気軽にお

立ち寄り下さい。

住所 北区上十条１－１３－３

大東京信用組合


