
地図番号 取扱 業種 店名 住所 電話 営業時間 定休日 URL お店より

1 染絵手ぬぐい ふじ屋 浅草2-2-15 03-3841-2283 11:00～17:00 木曜日 染絵てぬぐい　ふじ屋 (tenugui-fujiya.jp)

3 とんぼ玉販売・体験教室 江戸とんぼ玉　みはる 浅草1-32-1 03-3843-6571 10:00～18:00 年中無休

5 ビアホール・レストラン 神谷バー 浅草1-1-1 03-3841-5400 11：30～22：00 火曜日 http://www.kamiya-bar.com

6 ボタン・服飾総合 柳屋 浅草1-33-9 03-3841-3973 9：00～19：00 年中無休

8 和装小物　手拭　風呂敷　のれん 仲見世　かづさや 浅草1-18-1 03-3841-0189 10：00～20：00 年中無休

10 江戸前佃煮 海老屋總本舗　浅草仲見世店 浅草1-20-1西側45号 03-3841-2710 10：00～17：00 1月1日～3日 http://www.ebiyasouhonpo.jp

13 お土産品販売 仲見世　はなや 浅草1-37-1 03-3841-8510 10：00～18：00 火曜日 先着50名様。

15 食品土産店 仲見世　なかつか 浅草1-37-1 03-3843-4455 9：00～18：30 不定休 http://omameyasan.base.shop \2000以上のお買い上げのお客様

16 和洋傘・和雑貨・土産物 仲見世　オカダヤ 浅草1-37-1 03-3841-8566 9：00～18：30 不定休 http://www2.odn.ne.jp/okadaya
お正月三ケ日にお買もの戴いたお客様。　　　　　　　　　　　　　　（数量に

限りがございます）

17 袋物・カバン・財布 仲見世　ヨロヅヤ 浅草1-37-1 03-3844-3910 8：30～18：30 年中無休（不定休）

18 バック・小物販売 仲見世　れんがや 浅草2-3-1 03-3841-8084 10：00～18：00 不定休 https://rengaya.handcrafted.jp

19 人形焼　製造販売 仲見世　ﾊﾄのﾏｰｸ木村家人形焼本舗 浅草2-3-1 03-3844-9754 9：30～18：00 年中無休

22 本つげ櫛・製造販売 よのや櫛舗 浅草1-37-10 03-3844-1755 10:30～17:00 水曜日 http://yonoya.com/

23 天ぷら食堂 浅草大黒家 浅草1-38-10 03-3844-1111 11:00～20:00 年中無休 http://www.tempura.co.jp

24 ﾁｮｺﾚｰﾄ･ﾄﾞｰﾅﾂ・ｽｲｰﾂ・絵 リスト浅草店 浅草1-38-10 03-3843-3204 12:00～18:30 月曜日（祝は営業） https://www.liszt-sweet.com/

26 曲げわっぱ・木製品　販売 柴田慶信商店　浅草店 浅草1-17-5 03-6231-6477 10：30～19：00 年中無休 http://www.magewappa.com

28 紳士・婦人帽子販売 銀座トラヤ帽子店　　浅草店 浅草1-21-7 03-3841-7416 10：30～19：00 水・木曜日 http://www.ginza-toraya.com

29
かつら・かんざし

舞台化粧品の専門販売
コマチヘア浅草第一店・新仲見世 浅草1-28-3 03-3843-9101

11:30～18：00

※コロナ対策により

時短営業中

年中無休 http://www.komachi-hair.co.jp 税込１，１００円以上お買い上げのお客様へ贈呈。

30 七味唐辛子・製造販売 やげん堀　新仲見世本店　 浅草1-28-3 03-3626-7716 10：00～18：00 年中無休 http://yagenbori.jp 無くなり次第 終了いたします。

31 もんじゃ・お好み焼き 雷門おすぎ 浅草1-18-3 03-3841-3297 12：00～21：00 第3火曜・水曜日 http://asakusa-osugi.com

32 飲食（すし店） 築地すし鮮　浅草雷門店 雷門2-16-9　1F・2F 03-5830-1020 24時間営業 年中無休 http://sakanaya-group.com

34 お好み焼・もんじゃ・鉄板焼 津久志　　 浅草1-16-3 03-3841-9085 12：00～21：00  土・日・祝 不定休（前月末、店頭に表示します）
月曜～金曜　16時からです。元旦～7日迄12時　開店です。

絵馬は一組1ケ差し上げます。

37 創業明治40年　昔ながらの食堂 まえ田食堂 浅草2-3-27 03-3841-5807 9：00～18：00 木曜日（たまには、木曜日以外の時もあります）

39 大衆酒場 たぬき 浅草2-5-12 03-3844-6346 14:00～22：00 水曜・木曜日

40 娯楽業（劇場） 浅草木馬館　　大衆劇場 浅草2-7-5 03-3842-0709 11：00～20：30 毎月末 http://0481.jp/c/asakusamokubakantaishuugekijou/

41 喫茶と土産品の店 喫茶Sunny　(サニー） 浅草2-7-13 03-3847-0417 8：00～18：00 第2・第4水曜日

42 和装履物の製造・小売 まつもと履物店 浅草2-22-11 03-3841-2461 11：00～18：30 毎週火曜日 http://www.wasou-hakimono.com

自店で仕上げた草履・下駄・雪駄等を商う和装履物専門店。　　　　　令

和4年12月29日（木曜日）以降、当店にて2，000円以上お買上げのお客様

に「ミニ絵馬」などの粗品をプレゼント。　　　　　　   　（予定数量

に達した時点にて終了します）

43 洋食店 洋食ヨシカミ 浅草1-41-4 03-3841-1802
11：30～22：00

(21：30L.O.)
原則として毎週木曜日。ズレる場合あり http://www.yoshikami.co.jp 3000円以上の御飯食で1組1ケプレゼント

44 サービス業・飲食店 元祖　釜めし春 浅草1-14-9 03-3842-1511 11:00～19:30（L.O.) 不定休

45 鉄板焼・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ モンブラン 浅草1-8-6 03-5827-2771 11:00～22:00 年中無休 http://www.monburan.co.jp

48 うなぎ（飲食店） 鰻やっこ 浅草1-10-2 03-3841-9886 11:30～20:00（L.O.) 水曜日 http://asakusa-unagi.com

53 鉄板焼 ステーキハウス松波 浅草1-11-6 03-3844-3737
ﾗﾝﾁ11:30～14:00

ﾃﾞｨﾅｰ17:00～22:00
年中無休 https://www.matsunami.net 先着順

56 オーセンテック　バー OGURA　is Bar　（オグラ　イズ　バー） 浅草1-43-8-7F 03-3845-6776 18：00～24：00 月曜日　第1・3日曜日の連休

59 ブラシ・コスメティック 藤本虎本店（フジモト トラ） 雷門2-19-4 03-5828-1818
11：00～17：00

日・祝13：00～17：00
火曜日

1/2　お買い上げの方にミニ凧・ミニ絵馬のどちらかを

お選びいただけます。

60 フランス風ロシア料理 ボナフェスタ 雷門2-6-9　1F 03-3847-5277
11：30～21：00
（休憩15：00～18：00）

不定休 http://www.bonafesta.com

61 警備・請負 株式会社G・Nプロジェクト
雷門1-16-4

立花国際ビル301
03-3847-2006 9：00～18：00（事務所のみ） 土・日（事務所のみ） http://gn-project.jp

65 劇場 木馬亭 浅草2-7-5 03-3844-6293
12：15～16：05
正月のみ別時間浪曲定席

未定 http://mokubatei.art.coocan.jp
1/1から浪曲定席におこし頂いたお客様に先着順にて各1名様に

ミニ絵馬を贈呈

67 御祓い・小売業・ヒーリング えるらんてぃ～ 浅草2-29-3 03-5828-3418
10：00～17：00

（火・土営業。その他、曜日は施

術）

12/31～1/3まで休み https://www.eruranthy.jp/ ご来店のお客様に贈呈。なくなり次第、終了

73
酒類専門店
（日本酒、焼酎、洋酒、ビール）

カイダ酒販 浅草1-33-9 03-3841-2294 9：30～18：00 木曜日

74 飲食（すし店） 浅草すし若　雷門店 浅草1-18-8大番ビル 03-5806-3888 11：00～26：00 年中無休 http://sakanaya-group.com

75 飲食（そば・天ふら） 浅草　十和田（すしや通り店） 浅草1-13-4 03-341-7373 11：30～22：00 年中無休

76 喫茶店 珈琲ハ ト ヤ 浅草1-23-8 03-341-1779 10：30～17：30 不定休 先着80名様　ご希望の方に差し上げます。

77 とんかつ屋 夏の家（なつのや） 浅草2-7-19 03-3844-5544 9：00～19：00 木曜日 先着順に160名様

78
お土産（おせんべい・ぬれおかき・アイ

スクリーム）
仲見世小町モリタ　 浅草1-20-1 03-3841-8553 10：00～17：30

不定休

（火・水・木のいずれか）
http://www.asakusa-nakamise.jp/store/pop.php?sid=25新年、ミニ絵馬　贈呈‼

79 お土産（お箸の専門店） 遊膳モリタ　　　　（仲見世） 浅草1-30-1 03-3841-5800 10：30～18：00 不定休 http://asakusa.typepad.jp/2007/2009/05/post-367c.html新年、ミニ絵馬　贈呈‼

82 ゆず・おみやげ さくら　浅草仲見世店 浅草1-37-1　東38 10：00～18：00 年中無休（臨時休業あり）https://www.instagram.com/asakusa.sakura

83 土産物店 中山商店　　　　　（仲見世） 浅草1-36-5 03-3841-0177 9：00～19：00 年中無休 お客様に差し上げます

84 飲食店　（からあげテイクアウト店） 鶏＆デリ浅草　台湾広場 浅草1-39-11 03-3842-1801 11:00～20：00 水曜日 https://asakusa.toriand.com 1,000円以上お買いあげの方にプレゼント

85 化粧品小売店 よろし化粧堂　　　（仲見世） 浅草1-18-1 03-3851-2007 10：00～18：00
年中無休
※変更がある場合のみSNSで告

知

https://yoroshi.co.jp
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