
東京聖栄大学食育推進連携事業「食育サポーター事業 in 葛飾区」

東京聖栄大学・新小岩北口商店会他区内食育サポート店・葛飾区保健所

2016.3～2017.2報告書

かつしか知っ得メモ

食育サポート店一覧（2017年１月６日現在）
店舗名 業種 住所

タッセル 喫茶・軽食 立石 1-9-1
寿し正 すし店 立石 1-11-7
栄寿司 すし店 立石 1-18-5
寿し栄 すし店 立石 2-35-6
下町カフェ あみちえ 飲食店 立石 3-15-4
らーめんだいにんぐひびき ラーメン店 立石 3-18-4
中華料理鳳龍 中華料理店 立石 3-28-5
宝塔 中華料理店 立石 3-31-6
木村屋豆腐店 豆腐 立石 4-23-13
炭火焼肉加留美亭 焼肉・ホルモン料理店 立石 4-30-13
葛飾区職員食堂 食堂 立石 5-13-1
旬の定食 八十八 飲食店 立石 5-15-19
浅野屋 うどん・そば店 立石 5-24-4
旬の定食 八十八
ウィメンズパル店 飲食店 立石 5-27-1

バーディ 飲食店 立石 6-20-8
中華料理 安楽 飲食店 立石 6-20-9
浅野屋 うどん・そば店 立石 6-20-9
名門餃子酒場 中華料理 立石 6-31-10
ヒルズレストラン レストラン 立石 6-33-1-3F
SATHI NEPALI AND 
INDIAN RESTAURANT

ネパール・イン
ド料理店 立石 6-37-7

カフェ cha! cha! cha! 喫茶・軽食 立石 6-38-11
宝来寿し本店 すし店 立石 7-2-6
デリシャスバーディ 飲食店 立石 7-4-1-2F
松月庵 うどん・そば店 立石 7-10-6
吉亀寿司 すし店 立石 7-31-7
寿美鮨 すし店 立石 8-3-6
錦すし すし店 東立石 3-19-3
手打そば 玄庵 うどん・そば店 東立石 3-24-8
らマルキ ルミラボ 洋菓子 東立石 3-25-9
マルキパン パン店 東立石 3-25-13
山川屋黒須豆腐店 豆腐 東立石 3-36-13
由利鮨 すし店 四つ木 1-45-3
嘉月寿司 すし店 四つ木 2-8-3
三富 すし店 四つ木 3-5-23
松鮨 すし店 東四つ木 3-35-13
福寿司 すし店 東四つ木 4-3-4
ランチハウスあすなろ 弁当 宝町 2-2-27
気合豆腐店 豆腐 宝町 2-9-14
車すし すし店 宝町 2-34-20
だいどころMARSUN 中華料理店 堀切 1-25-6
二幸寿司 すし店 堀切 2-30-1
荒川製麺（有） 麺類販売 堀切 2-30-2
セ・ラ・ヴィ 洋菓子店 菓子店（洋菓子）堀切 2-57-12
岡カバン店 かばん店 堀切 3-4-12
美山亭 中華料理店 堀切 3-5-9
カドヤ 婦人衣料品店 堀切 3-7-1
タイ国料理 チャイ・タレー 飲食店 堀切 3-7-17-2F
堀切せんべい 菓子店（せんべい）堀切 3-9-4

喫茶 ミモザ 喫茶・軽食 堀切 3-34-1
ウェルピアかつしか内

海老沼精肉店 食肉店 堀切 4-8-12
有限会社 堀口ベーカリー パン・和菓子 堀切 4-9-4
こみやえん茶店 茶・海苔販売 堀切 4-10-4
牛将 焼肉・ホルモン料理店 堀切 4-10-5
（有）亀むら 菓子店（和・洋菓子）堀切 4-11-1
中華菜庵 鳴 中華料理店 堀切 4-51-10
KOTORI CAFE 喫茶 ･軽食 堀切 4-58-16
デリカ グルマン 弁当・惣菜店 堀切 4-58-16-1F
手打ちそば 人と木 うどん・そば店 堀切 5-2-8
菜家（サイカ） おでん・惣菜店 堀切 5-4-1
大黒寿し すし店 堀切 5-4-8
上岡肉店 食肉店 堀切 5-5-1
ぜぺっと パン店 堀切 5-9-8
kitchen café ISEYA 飲食店 堀切 5-20-1

ロッキー 焼鳥・たこ焼き・
たい焼き 堀切 6-2-10

奥出せんべい 菓子店（せんべい）堀切 7-2-3
埼玉屋食品 豆腐 堀切 7-13-2
すし善 すし店 堀切 7-24-10
にしき すし店 堀切 7-25-15
葵寿司 すし店 お花茶屋 1-12-6
つくば食品 豆腐 お花茶屋 1-12-8
久松寿司 すし店 お花茶屋 1-13-8
クリッターマウンテン 飲食店 お花茶屋1-15-9-1F
南インドカレー ミラーン カレー店 お花茶屋 1-19-8
すし屋の花勘 すし店 お花茶屋 1-19-11
カフェ＆パスタ「ベベ」 飲食店 お花茶屋 1-19-12
らむね屋本店 飲食店 お花茶屋 1-20-2
新里珈琲 喫茶・軽食 お花茶屋1-26-2-1F
時のわすれもの 飲食店 お花茶屋 1-25-2
Showsn Cafe 飲食店 お花茶屋 2-15-5

店舗名 業種 住所

寿司常 すし店 白鳥 4-1-25 ダイヤ
モンドマンション1F

はなちゃya 喫茶 ･軽食 白鳥 4-8-1
白鳥福祉館内

寿司専科 すし店 亀有 1-11-5
グリーンテラス 喫茶・軽食 亀有 2-33-9
味処 三京 飲食店 亀有 3-29-1-B03
すし ねづや すし店 亀有 3-29-1-B10
笑小屋 飲食店 亀有 3-31-3
株式会社イトーヨーカ堂
亀有店

スーパーストア・
マーケット 亀有 3-49-3

酔仙楼 中華料理店 亀有 4-18-3
やぶ うどん・そば店 亀有 4-25-4
中華料理 保倉 中華料理店 亀有 4-29-1
仕出し弁当 きた山 弁当 亀有 5-7-6
さかえ寿し すし店 亀有 5-28-8-103
奈可川 うどん・そば店 亀有 5-37-1
とんかつ有馬 飲食店 亀有 5-37-14
常盤仙食堂 飲食店 亀有 5-38-10
ビストロ ミュー フランス料理店 亀有 5-40-10-1F
あまからや 菓子店（和菓子）西亀有 2-51-5
笹鮨 すし店 青戸 1-8-10
藤沢食品 こんにゃく 青戸 1-15-2
お好み焼 ざいご 飲食店 青戸 3-25-16
青戸 光陽楼 飲食店 青戸 3-27-12
インドレストラン カフェ
and バー ヒマンス 飲食店 青戸 3-29-7

源蔵ラーメン ラーメン店 青戸 3-31-4
街の駅 みちのく茶寮 青砥 飲食店 青戸 3-31-4-2F
親子カフェ アリス 喫茶・軽食 青戸 4-15-14
美蘭 中華料理店 青戸 4-28-9
BISUTRO Hiroyoshi レストラン 青戸 5-2-2
長寿庵 うどん・そば店 青戸 5-2-3
鰻いづみ 飲食店 青戸 5-2-4
JOMA ラーメン店 青戸 5-4-6
和料理 錦 飲食店 青戸 5-8-1-101
+choice 喫茶・軽食 青戸 5-14-5-102
中山そば店 そば店 青戸 5-25-3
清寿司 すし店 青戸 6-1-5
そば処 越後屋 うどん・そば店 青戸 6-4-21
珍満茶樓 中華料理店 青戸 6-4-22
テクノプラザかつしか
カフェ＆レストラン みずも

喫茶・軽食レス
トラン

青戸 7-2-1 テクノ
プラザかつしか1F

中華料理大清軒 中華料理店 青戸 7-2-8
浅海 飲食店 青戸 7-3-1
京屋 うどん・そば店 青戸 7-9-18
ミトン 7丁目店 パン店 青戸 7-19-6
bakery MOGU パン店 青戸 8-6-2

cafe マチノ木 飲食店 新小岩 1-35-9
コーポ原山Ｈ号室

グリーンカフェ 飲食店 新小岩 1-49-2
古屋ビル 3F

OSTERIA 新小岩 飲食店 新小岩 1-51-1
ヘニイズ・テラス 飲食店 新小岩 1-51-5

新小岩バンズキッチン レストラン 新小岩 2-2-3 
山本ビル 1F

カフェ・ポーチ 喫茶・軽食 新小岩 2-9-1
杉山ビル 1F

SPOON 飲食店 新小岩 2-10-7

Café Like レストラン 新小岩 2-14-7
AMマンション101

ダイニングカフェ＆バー
シバサキ 飲食店 新小岩 2-29-10

魚大 すし店 新小岩 2-39-10
和利館 飲食店 東新小岩 1-5-5
デリス 洋菓子店 菓子店（洋菓子）東新小岩 5-2-7

中華つけ麺大王 中華料理店 東新小岩 5-14-1
栄コーポ F1

トンカツ マリモ 飲食店 東新小岩 5-14-1

れたす薬局 薬局 東新小岩5-17-26-
102

そば処 小松屋 そば店 東新小岩 5-18-11
手造りおかずの店 
なかむら屋 惣菜・漬物店 東新小岩 5-18-8

焼肉材料専門店 らん 食肉店 東新小岩 5-19-12
みのり商店会お休み処 お休み処兼会館 東新小岩 5-20-3
めん処 竹八 ラーメン店 東新小岩 7-16-4
喫茶 エンゼル 喫茶・軽食 東新小岩 7-29-19
中国料理 やま平飯店 中華料理店 東新小岩 8-31-9
和楽亭 飲食店 西新小岩 1-1-3
バール トラットリア クアトロ イタリア料理店 西新小岩 1-2-5-1F
ルノアール新小岩店 喫茶・軽食 西新小岩1-2-11-2F
茶の内田園 茶販売 西新小岩 1-5-3
しちりん 焼肉・ホルモン料理店 西新小岩 1-7-1
イタリアンダイニング べーネ パスタ店 西新小岩 1-8-1-2F
大衆割烹 のぼる 居酒屋 西新小岩 1-8-4
福家不動産 不動産取引 西新小岩 1-9-2

店舗名 業種 住所
味処 ひき多 日本料理店 西新小岩 1-9-2
こいづみ 菓子店（洋菓子）西新小岩 1-10-2
都寿司 すし店 西新小岩 4-6-11
カフェ・パルク 喫茶・軽食 西新小岩 4-11-9

鮮魚酒場 いさみ 居酒屋 西新小岩 4-25-23
エルマンション1F

コーヒーショップ レイク 喫茶・軽食 西新小岩 4-25-14
三和飯店 中国料理 中華料理店 西新小岩 4-36-3
喫茶・居酒屋 初美 飲食店 西新小岩 4-40-25
リヨンライズ 新小岩 パン店 西新小岩 4-42-11
食事処 島村 飲食店 西新小岩 5-8-3
町芳鮨 すし店 西新小岩 5-31-11
dining cafe zeroya 飲食店 奥戸 2-44-16
パン工房 ももちゃん パン店 奥戸 3-17-4-101
そば処 かどや うどん・そば店 奥戸 4-13-18
味の民芸 葛飾奥戸店 飲食店 奥戸 7-10-10
鳥繁 食肉店 高砂 2-35-8
ヒマラヤレストラン インド料理店 高砂 2-40-2
焼肉 慶尚道 焼肉・ホルモン料理店 高砂 3-8-2
春助煎餅 菓子店（せんべい）高砂 3-10-5
まぐろ寿司 すし店 高砂 3-27-1-101
葛飾高砂四郵便局 郵便局 高砂 4-2-26-101
高砂福祉館 喫茶ちゃお 喫茶・軽食 高砂 5-10-1
鎌倉福祉館 
アトリエブリーズ 菓子販売 鎌倉 3-7-1

栄寿司 すし店 鎌倉 4-32-14
そば処 朝日屋 うどん・そば店 細田 3-12-5
株式会社フジケン工務店 建設業 細田 3-18-11

旬感工房おおみや スーパーストア・
マーケット 細田 3-33-9

Sunny Spot/ サニースポット パン教室 細田 5-13-16
葛飾元気野菜直売所 食品販売 柴又 4-28-2
うぐいすあん うどん・そば店 柴又 6-1-5
かなん亭 焼鳥店 柴又 7-1-4
川千家 日本料理店 柴又 7-6-16
手打ちそば やぶ忠 うどん・そば店 柴又 7-7-8
まちの駅 ファンタジア 喫茶・軽食 柴又 7-9-16
かがやけ第 2 弁当 新宿 1-1-15
ファリーヌ 喫茶 ･軽食 新宿 1-1-15
星野ベーカリー パン店 新宿 2-11-1
さくらハウス 菓子販売 新宿2-11-11-201
ゆたか寿し すし店 新宿 2-16-6
大清軒 中華料理店 新宿 4-19-18
東京理科大学生協 売店 新宿 6-3
東京理科大学葛飾キャンパス
学生食堂 食堂 新宿 6-3-1

管理棟 2F
プティ レストラン ミモザ レストラン 金町 2-6-1
広島お好み焼 はなび 飲食店 金町 5-26-5
ときわ食堂 飲食店 東金町 1-19-10
レストランみづほ レストラン 東金町 1-20-3　
すし正 桃太郎 すし店 東金町 1-24-4

Cafe.hakuta 飲食店 東金町 1-27-11
シラユリビル101

嬉泉会 きせん事業所 食品販売店 東金町 1-35-10
SportsCafe ＆ Bar brave 飲食店 東金町2-18-1-106
末広 飲食店 東金町 2-29-1
焼肉 香養 焼肉・ホルモン料理店 東金町 3-30-16
お食事処 田吾作 飲食店 東金町 3-32-2
ボンジュール レストラン 東金町 3-33-6　
菓匠 岩月 菓子店（和菓子）東金町 6-7-14
炭火焼肉 南山 飲食店 水元 3-1-23
高雅 食堂 水元 2-5-5
居酒屋 北さん 飲食店 水元 2-5-11
うどん 蓮 うどん・そば店 水元 3-10-17
とんかつ 豚八 飲食店 東水元 1-8-1
とんかつ いしで 飲食店 東水元 1-15-11
石臼碾き手打ちそば 一念 そば店 東水元 1-16-5
讃岐うどん 花もと うどん・そば店 東水元 3-17-17
洋風料理NAKAMURA 飲食店 東水元 4-14-26
龍や食堂 中華料理店 南水元 1-23-12
ひまわり 喫茶・軽食 南水元 1-23-13
万点餃子 餃子専門店 南水元 4-14-23
かなみすし すし店 南水元 4-25-9
家宴 飲食店 南水元 4-26-15
One Plate 飲食店 南水元 4-28-8
すゞきや うどん・そば店 南水元 4-28-10
中華料理 一番 中華料理店 西水元 1-24-4
カフェ サンワイズ 飲食店 西水元 2-11-17
辰寿し すし店 西水元 3-23-8

〒 124-8530 東京都葛飾区西新小岩 1 ｰ 4 ｰ 6
TEL 03 ｰ 3692 ｰ 0211（代）
E ｰ mail job@tsc ｰ 05.ac.jp
URL http://www.tsc ｰ 05.ac.jp



とは！ 

東京聖栄大学は、平成 21 年 4 月から葛飾区の食育推進計画（食育サポーター事業）に基づき、地域 

の食育推進をサポートする団体（食育サポーター）として、新小岩北口商店会とともに位置づけられ、 

健康づくりに活用していただくための栄養・健康情報（「かつしか知っ得メモ」）を発信しています。 

     「かつしか知っ得メモ」は、東京聖栄大学の学生が作成した手作りの栄養・健康情報です。 

毎月更新され、新しい栄養・健康情報が新小岩北口商店会はじめ区内の食育サポート店他葛飾区役所窓口 

等 341 箇所に掲示されています。（平成 29 年 1 月現在） 
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東京聖栄大学 

専門性を発揮し、学生の

作成した卓上メモにより、

栄養・健康情報の提供等

を通じて、地域の食育を推

進します   

食育サポーター店 

お店のテーブルやカウン

ターに卓上メモを置いた

り、ポスターの掲示など

を通じて、身近な場所か

ら食育を推進します 

葛飾区保健所 

大学、商店会の連絡調整や

進行管理を行うとともに、栄

養メモなどについて区のホー

ムぺージや広報誌に掲載し

区民へのＰＲを行います 

協働・連携 

（３）　この企画に参加してよかったと思いますか。 （４）　知っ得メモを掲示して何か変わりましたか。

４（１）　今後も継続してよいですか。

 　◎その他お客様からのご意見、ご要望

 ・これからも頑張ってください。

 ・禁煙は分かるが、狭い店で分煙したらお客様が来なくなってしまいます。

   なんでタバコを販売しているのでしょう。

 ・弁当作り販売なので、店舗はありません。当てはまるものがないのですが、

   野菜中心のメニューにして好評を得ています。

 ・工場内でのかつしか知っ得メモの上手い活用方法をもう少し検討してみようと思います。

 ・スナック、喫茶店なので、メニューが軽食ですが、野菜は多めに入れている。

 ・時間がないので、メモについて話したり聞いたりする余裕がない。

 ・今まで通りでよい。

 ・冷凍食品中心のメニューなので、野菜を付けるなどのバランスの取れたメニューは

   コスト面などもあり難しいです。

変わった点

・お客様が興味を持って、読んでいる方が大変多く感じた。

・話題提供ができた。（２）

・季節の食に対して意識が変わった。良く分かった。（２）

・毎月楽しみにしている人がいる。喜ばれている（２）

・安心感が持てるお店というイメージになった 。

・健康に注意している人が多いことが分かった 。

・当店は新聞やTVや雑誌を置かないので、メニュー探し以外

の楽しみになっている。

・立ち止まって読んでいる人がいる。自身も参考にしたり、バラ

ンスに気を使うようになってきた。献立の参考にもしている。

・お客様が品物を待っている間に読んでいる方が多く、楽しみ

にしている方もいる。

継続したくない理由

・掲示をしても特に見る人がいないようなので

・飲食店の方が良いのではないでしょうか。

普通
50％

よかった
48％

無回答
2％

よくなかった
0％

参加

継続
82％

継続したくない
1％ 無回答

10％
わからない

7％

継続

変わらなかった
77％

変わった
15％

無回答
8％

変化
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東京聖栄大学食育推進事業
　　「食育サポーター事業 in葛飾区」取組み経過

平
成
28
年
度

4 月 葛飾区から葛飾食育サポーター事業の協力継続依頼

新３年生により、栄養メモ作成開始
　（今年度８、９月号は、葛飾区食育ネットワークの団体と共働で作成した）

7月 葛飾区で元気食堂店推進の一環で今年から「プラス一皿の野菜料理があるお店」の登録
が始まり、栄養メモの掲示もされる。

9月
22 日（木）

「かつしかの元気食堂２周年試食会」において
東京聖栄大学の学生が提案するメニューの試食会を実施

11月
19 日（土）～
20 日（日）

フードフェスタ
「かつしかの元気食堂」の普及効果
のためアンケート調査を実施

11月
8日（火）～
　9日（水）

聖栄葛飾祭（大学祭）「食育サポーター事業 in 葛飾区・かつしか」
「知っ得メモ」コーナーにおいて展示

1月 「かつしか知っ得メモ」についてのアンケート実施

3月 東京聖栄大学食育推進連携事業「食育サポーター事業 in 葛飾区」の報告書作成

これらのメニューは「かつしかの元気食堂」８店で
９月 22日～ 12 月にかけて期間限定で販売された

学内コンテスト風景

試食会風景
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この冊子は印刷用の紙へリサイクルできます。
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し と く

かつしか知っ得メモかつしか知っ得メモかつしか知っ得メモかつしか知っ得メモ
し と く

ご当地シリーズ【28】
と う ち

二十世紀梨
に じ　っ せ　い き な　し 松葉ガニ

まつ ば

和なしのうちの青梨
系品種で、作付面積
は幸水、豊水、新高に

ついで第４位。明治21（1888）年に千葉県松戸
市で発見され、後に鳥取県で栽培が始まった。
今では鳥取県の特産品となっており、国内生産量

の約半分を占めている。
★味は、酸味と甘さのバラ
ンスが良く、シャキシャ
キとした食感がある！！

わ あお

けい

こう

だい

とくさんひんいま こくないせい さんりょう

い めい

し はっ けん のち

やくはん ぶん し

あじ さん み あま

よ

しょっかん

さいばい はじ

じ ねん ち ば けん まつ ど

すい ほう にい たか

ひん しゅ さく つけ めん せき

なし

せいちょう おす さん いん ち ほう

みず

のう めい さかい

ぎょ こう ぎょかく おお いっ てい き み こう

し か

おお から つ

さし

ばつぐん

み ゆ や た

み は

しゅっじょう

ひん しつじゅんりょう

あ ち いき えちぜん か
ズワイガニのうち成長した雄を山陰地方では松葉ガ
ニと呼ぶが、水揚げされた地域により「越前ガニ」「加
能ガニ」などのブランド名で呼ばれる。鳥取県では境
漁港の漁獲量が多い。一定の基準を満たした高品質
の松葉ガニは、ブランドのタグをつけて市場に出荷
される。
★大きい殻にぎっしり詰まった身は、歯ごたえがしっ
かりしていて、刺身でも茹でても焼いても食べご
たえ抜群！！
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「かつしか知っ得メモ」アンケート調査結果
１　調査の目的　 「かつしか知っ得メモ」の普及啓発の情報を得るため調査を行う。
２　対象および方法

（１）調査店舗 食育サポート店１０２店/２２８店(アンケート回収率４４．７％）
（２）調査時期 平成２８年１２月～平成２９年１月
（３）調査方法 郵送によるアンケート調査

３　結果の概要
今回の調査対象では、食育サポート店２２８店（平成２９年１月現在）で、回収率は４４．７％であった。
「かつしか知っ得メモ」の内容について７３％、テーマについて６６％の人がわかりやすいとの回答であった。
お客様の反応について３６％の人が興味を示し、１３％の人から質問があったとのことである。
そして、調査した店の８２％が、今後も継続していきたいとの回答があった。
テーマが旬の食材や郷土料理などのため、毎月楽しみにしているお客様も見受けられる。
さらに、お店の方からもレシピを参考にしたり、栄養のバランスなどを考える切っ掛けになっているようで、
知って得する栄養メモが食に関心を持って頂くための情報発信だけでない波及効果が得られている。

　　Q１「かつしか知っ得メモ」について

１　内容はいかがでしたか。 ２　テーマはいかがでしたか。

　　Q2「かつしか知っ得メモ」に対する反応について

（１）　お客様は興味を示しましたか。 （２）　お客様から質問はありましたか。

お客様からの質問

・紹介されている料理を作ったかどうか。

・お料理や食材について。旬の料理等。（２）

・どこの機関が作成しているのか。（２）

・コピーが欲しい。
・大学も関係しているんだね。

普通
26％

わかりやすい
73％

無回答
1％

わかりにくい
0％

内容

あまり
示さない

53％

示した
36％

無回答
2％

示さない
9％

興味を示したか

普通
31％

良い
66％

無回答
3％

良くない
0％

テーマ

なかった
84％

あった
13％ 

無回答
3％

質問



とは！ 

東京聖栄大学は、平成 21 年 4 月から葛飾区の食育推進計画（食育サポーター事業）に基づき、地域 

の食育推進をサポートする団体（食育サポーター）として、新小岩北口商店会とともに位置づけられ、 

健康づくりに活用していただくための栄養・健康情報（「かつしか知っ得メモ」）を発信しています。 

     「かつしか知っ得メモ」は、東京聖栄大学の学生が作成した手作りの栄養・健康情報です。 

毎月更新され、新しい栄養・健康情報が新小岩北口商店会はじめ区内の食育サポート店他葛飾区役所窓口 

等 341 箇所に掲示されています。（平成 29 年 1 月現在） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜作成イメージ図＞ 

                      
                                   報告書（H21~H27） 

 
                                 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   食育の推進      

 
 

     

東京聖栄大学 

専門性を発揮し、学生の

作成した卓上メモにより、

栄養・健康情報の提供等

を通じて、地域の食育を推

進します   

食育サポーター店 

お店のテーブルやカウン

ターに卓上メモを置いた

り、ポスターの掲示など

を通じて、身近な場所か

ら食育を推進します 

葛飾区保健所 

大学、商店会の連絡調整や

進行管理を行うとともに、栄

養メモなどについて区のホー

ムぺージや広報誌に掲載し

区民へのＰＲを行います 

協働・連携 

（３）　この企画に参加してよかったと思いますか。 （４）　知っ得メモを掲示して何か変わりましたか。

４（１）　今後も継続してよいですか。

 　◎その他お客様からのご意見、ご要望

 ・これからも頑張ってください。

 ・禁煙は分かるが、狭い店で分煙したらお客様が来なくなってしまいます。

   なんでタバコを販売しているのでしょう。

 ・弁当作り販売なので、店舗はありません。当てはまるものがないのですが、

   野菜中心のメニューにして好評を得ています。

 ・工場内でのかつしか知っ得メモの上手い活用方法をもう少し検討してみようと思います。

 ・スナック、喫茶店なので、メニューが軽食ですが、野菜は多めに入れている。

 ・時間がないので、メモについて話したり聞いたりする余裕がない。

 ・今まで通りでよい。

 ・冷凍食品中心のメニューなので、野菜を付けるなどのバランスの取れたメニューは

   コスト面などもあり難しいです。

変わった点

・お客様が興味を持って、読んでいる方が大変多く感じた。

・話題提供ができた。（２）

・季節の食に対して意識が変わった。良く分かった。（２）

・毎月楽しみにしている人がいる。喜ばれている（２）

・安心感が持てるお店というイメージになった 。

・健康に注意している人が多いことが分かった 。

・当店は新聞やTVや雑誌を置かないので、メニュー探し以外

の楽しみになっている。

・立ち止まって読んでいる人がいる。自身も参考にしたり、バラ

ンスに気を使うようになってきた。献立の参考にもしている。

・お客様が品物を待っている間に読んでいる方が多く、楽しみ

にしている方もいる。

継続したくない理由

・掲示をしても特に見る人がいないようなので

・飲食店の方が良いのではないでしょうか。

普通
50％

よかった
48％

無回答
2％

よくなかった
0％

参加

継続
82％

継続したくない
1％ 無回答

10％
わからない

7％

継続

変わらなかった
77％

変わった
15％

無回答
8％

変化



東京聖栄大学食育推進連携事業「食育サポーター事業 in 葛飾区」

東京聖栄大学・新小岩北口商店会他区内食育サポート店・葛飾区保健所

2016.3～2017.2報告書

かつしか知っ得メモ

食育サポート店一覧（2017年１月６日現在）
店舗名 業種 住所

タッセル 喫茶・軽食 立石 1-9-1
寿し正 すし店 立石 1-11-7
栄寿司 すし店 立石 1-18-5
寿し栄 すし店 立石 2-35-6
下町カフェ あみちえ 飲食店 立石 3-15-4
らーめんだいにんぐひびき ラーメン店 立石 3-18-4
中華料理鳳龍 中華料理店 立石 3-28-5
宝塔 中華料理店 立石 3-31-6
木村屋豆腐店 豆腐 立石 4-23-13
炭火焼肉加留美亭 焼肉・ホルモン料理店 立石 4-30-13
葛飾区職員食堂 食堂 立石 5-13-1
旬の定食 八十八 飲食店 立石 5-15-19
浅野屋 うどん・そば店 立石 5-24-4
旬の定食 八十八
ウィメンズパル店 飲食店 立石 5-27-1

バーディ 飲食店 立石 6-20-8
中華料理 安楽 飲食店 立石 6-20-9
浅野屋 うどん・そば店 立石 6-20-9
名門餃子酒場 中華料理 立石 6-31-10
ヒルズレストラン レストラン 立石 6-33-1-3F
SATHI NEPALI AND 
INDIAN RESTAURANT

ネパール・イン
ド料理店 立石 6-37-7

カフェ cha! cha! cha! 喫茶・軽食 立石 6-38-11
宝来寿し本店 すし店 立石 7-2-6
デリシャスバーディ 飲食店 立石 7-4-1-2F
松月庵 うどん・そば店 立石 7-10-6
吉亀寿司 すし店 立石 7-31-7
寿美鮨 すし店 立石 8-3-6
錦すし すし店 東立石 3-19-3
手打そば 玄庵 うどん・そば店 東立石 3-24-8
らマルキ ルミラボ 洋菓子 東立石 3-25-9
マルキパン パン店 東立石 3-25-13
山川屋黒須豆腐店 豆腐 東立石 3-36-13
由利鮨 すし店 四つ木 1-45-3
嘉月寿司 すし店 四つ木 2-8-3
三富 すし店 四つ木 3-5-23
松鮨 すし店 東四つ木 3-35-13
福寿司 すし店 東四つ木 4-3-4
ランチハウスあすなろ 弁当 宝町 2-2-27
気合豆腐店 豆腐 宝町 2-9-14
車すし すし店 宝町 2-34-20
だいどころMARSUN 中華料理店 堀切 1-25-6
二幸寿司 すし店 堀切 2-30-1
荒川製麺（有） 麺類販売 堀切 2-30-2
セ・ラ・ヴィ 洋菓子店 菓子店（洋菓子）堀切 2-57-12
岡カバン店 かばん店 堀切 3-4-12
美山亭 中華料理店 堀切 3-5-9
カドヤ 婦人衣料品店 堀切 3-7-1
タイ国料理 チャイ・タレー 飲食店 堀切 3-7-17-2F
堀切せんべい 菓子店（せんべい）堀切 3-9-4

喫茶 ミモザ 喫茶・軽食 堀切 3-34-1
ウェルピアかつしか内

海老沼精肉店 食肉店 堀切 4-8-12
有限会社 堀口ベーカリー パン・和菓子 堀切 4-9-4
こみやえん茶店 茶・海苔販売 堀切 4-10-4
牛将 焼肉・ホルモン料理店 堀切 4-10-5
（有）亀むら 菓子店（和・洋菓子）堀切 4-11-1
中華菜庵 鳴 中華料理店 堀切 4-51-10
KOTORI CAFE 喫茶 ･軽食 堀切 4-58-16
デリカ グルマン 弁当・惣菜店 堀切 4-58-16-1F
手打ちそば 人と木 うどん・そば店 堀切 5-2-8
菜家（サイカ） おでん・惣菜店 堀切 5-4-1
大黒寿し すし店 堀切 5-4-8
上岡肉店 食肉店 堀切 5-5-1
ぜぺっと パン店 堀切 5-9-8
kitchen café ISEYA 飲食店 堀切 5-20-1

ロッキー 焼鳥・たこ焼き・
たい焼き 堀切 6-2-10

奥出せんべい 菓子店（せんべい）堀切 7-2-3
埼玉屋食品 豆腐 堀切 7-13-2
すし善 すし店 堀切 7-24-10
にしき すし店 堀切 7-25-15
葵寿司 すし店 お花茶屋 1-12-6
つくば食品 豆腐 お花茶屋 1-12-8
久松寿司 すし店 お花茶屋 1-13-8
クリッターマウンテン 飲食店 お花茶屋1-15-9-1F
南インドカレー ミラーン カレー店 お花茶屋 1-19-8
すし屋の花勘 すし店 お花茶屋 1-19-11
カフェ＆パスタ「ベベ」 飲食店 お花茶屋 1-19-12
らむね屋本店 飲食店 お花茶屋 1-20-2
新里珈琲 喫茶・軽食 お花茶屋1-26-2-1F
時のわすれもの 飲食店 お花茶屋 1-25-2
Showsn Cafe 飲食店 お花茶屋 2-15-5

店舗名 業種 住所

寿司常 すし店 白鳥 4-1-25 ダイヤ
モンドマンション1F

はなちゃya 喫茶 ･軽食 白鳥 4-8-1
白鳥福祉館内

寿司専科 すし店 亀有 1-11-5
グリーンテラス 喫茶・軽食 亀有 2-33-9
味処 三京 飲食店 亀有 3-29-1-B03
すし ねづや すし店 亀有 3-29-1-B10
笑小屋 飲食店 亀有 3-31-3
株式会社イトーヨーカ堂
亀有店

スーパーストア・
マーケット 亀有 3-49-3

酔仙楼 中華料理店 亀有 4-18-3
やぶ うどん・そば店 亀有 4-25-4
中華料理 保倉 中華料理店 亀有 4-29-1
仕出し弁当 きた山 弁当 亀有 5-7-6
さかえ寿し すし店 亀有 5-28-8-103
奈可川 うどん・そば店 亀有 5-37-1
とんかつ有馬 飲食店 亀有 5-37-14
常盤仙食堂 飲食店 亀有 5-38-10
ビストロ ミュー フランス料理店 亀有 5-40-10-1F
あまからや 菓子店（和菓子）西亀有 2-51-5
笹鮨 すし店 青戸 1-8-10
藤沢食品 こんにゃく 青戸 1-15-2
お好み焼 ざいご 飲食店 青戸 3-25-16
青戸 光陽楼 飲食店 青戸 3-27-12
インドレストラン カフェ
and バー ヒマンス 飲食店 青戸 3-29-7

源蔵ラーメン ラーメン店 青戸 3-31-4
街の駅 みちのく茶寮 青砥 飲食店 青戸 3-31-4-2F
親子カフェ アリス 喫茶・軽食 青戸 4-15-14
美蘭 中華料理店 青戸 4-28-9
BISUTRO Hiroyoshi レストラン 青戸 5-2-2
長寿庵 うどん・そば店 青戸 5-2-3
鰻いづみ 飲食店 青戸 5-2-4
JOMA ラーメン店 青戸 5-4-6
和料理 錦 飲食店 青戸 5-8-1-101
+choice 喫茶・軽食 青戸 5-14-5-102
中山そば店 そば店 青戸 5-25-3
清寿司 すし店 青戸 6-1-5
そば処 越後屋 うどん・そば店 青戸 6-4-21
珍満茶樓 中華料理店 青戸 6-4-22
テクノプラザかつしか
カフェ＆レストラン みずも

喫茶・軽食レス
トラン

青戸 7-2-1 テクノ
プラザかつしか1F

中華料理大清軒 中華料理店 青戸 7-2-8
浅海 飲食店 青戸 7-3-1
京屋 うどん・そば店 青戸 7-9-18
ミトン 7丁目店 パン店 青戸 7-19-6
bakery MOGU パン店 青戸 8-6-2

cafe マチノ木 飲食店 新小岩 1-35-9
コーポ原山Ｈ号室

グリーンカフェ 飲食店 新小岩 1-49-2
古屋ビル 3F

OSTERIA 新小岩 飲食店 新小岩 1-51-1
ヘニイズ・テラス 飲食店 新小岩 1-51-5

新小岩バンズキッチン レストラン 新小岩 2-2-3 
山本ビル 1F

カフェ・ポーチ 喫茶・軽食 新小岩 2-9-1
杉山ビル 1F

SPOON 飲食店 新小岩 2-10-7

Café Like レストラン 新小岩 2-14-7
AMマンション101

ダイニングカフェ＆バー
シバサキ 飲食店 新小岩 2-29-10

魚大 すし店 新小岩 2-39-10
和利館 飲食店 東新小岩 1-5-5
デリス 洋菓子店 菓子店（洋菓子）東新小岩 5-2-7

中華つけ麺大王 中華料理店 東新小岩 5-14-1
栄コーポ F1

トンカツ マリモ 飲食店 東新小岩 5-14-1

れたす薬局 薬局 東新小岩5-17-26-
102

そば処 小松屋 そば店 東新小岩 5-18-11
手造りおかずの店 
なかむら屋 惣菜・漬物店 東新小岩 5-18-8

焼肉材料専門店 らん 食肉店 東新小岩 5-19-12
みのり商店会お休み処 お休み処兼会館 東新小岩 5-20-3
めん処 竹八 ラーメン店 東新小岩 7-16-4
喫茶 エンゼル 喫茶・軽食 東新小岩 7-29-19
中国料理 やま平飯店 中華料理店 東新小岩 8-31-9
和楽亭 飲食店 西新小岩 1-1-3
バール トラットリア クアトロ イタリア料理店 西新小岩 1-2-5-1F
ルノアール新小岩店 喫茶・軽食 西新小岩1-2-11-2F
茶の内田園 茶販売 西新小岩 1-5-3
しちりん 焼肉・ホルモン料理店 西新小岩 1-7-1
イタリアンダイニング べーネ パスタ店 西新小岩 1-8-1-2F
大衆割烹 のぼる 居酒屋 西新小岩 1-8-4
福家不動産 不動産取引 西新小岩 1-9-2

店舗名 業種 住所
味処 ひき多 日本料理店 西新小岩 1-9-2
こいづみ 菓子店（洋菓子）西新小岩 1-10-2
都寿司 すし店 西新小岩 4-6-11
カフェ・パルク 喫茶・軽食 西新小岩 4-11-9

鮮魚酒場 いさみ 居酒屋 西新小岩 4-25-23
エルマンション1F

コーヒーショップ レイク 喫茶・軽食 西新小岩 4-25-14
三和飯店 中国料理 中華料理店 西新小岩 4-36-3
喫茶・居酒屋 初美 飲食店 西新小岩 4-40-25
リヨンライズ 新小岩 パン店 西新小岩 4-42-11
食事処 島村 飲食店 西新小岩 5-8-3
町芳鮨 すし店 西新小岩 5-31-11
dining cafe zeroya 飲食店 奥戸 2-44-16
パン工房 ももちゃん パン店 奥戸 3-17-4-101
そば処 かどや うどん・そば店 奥戸 4-13-18
味の民芸 葛飾奥戸店 飲食店 奥戸 7-10-10
鳥繁 食肉店 高砂 2-35-8
ヒマラヤレストラン インド料理店 高砂 2-40-2
焼肉 慶尚道 焼肉・ホルモン料理店 高砂 3-8-2
春助煎餅 菓子店（せんべい）高砂 3-10-5
まぐろ寿司 すし店 高砂 3-27-1-101
葛飾高砂四郵便局 郵便局 高砂 4-2-26-101
高砂福祉館 喫茶ちゃお 喫茶・軽食 高砂 5-10-1
鎌倉福祉館 
アトリエブリーズ 菓子販売 鎌倉 3-7-1

栄寿司 すし店 鎌倉 4-32-14
そば処 朝日屋 うどん・そば店 細田 3-12-5
株式会社フジケン工務店 建設業 細田 3-18-11

旬感工房おおみや スーパーストア・
マーケット 細田 3-33-9

Sunny Spot/ サニースポット パン教室 細田 5-13-16
葛飾元気野菜直売所 食品販売 柴又 4-28-2
うぐいすあん うどん・そば店 柴又 6-1-5
かなん亭 焼鳥店 柴又 7-1-4
川千家 日本料理店 柴又 7-6-16
手打ちそば やぶ忠 うどん・そば店 柴又 7-7-8
まちの駅 ファンタジア 喫茶・軽食 柴又 7-9-16
かがやけ第 2 弁当 新宿 1-1-15
ファリーヌ 喫茶 ･軽食 新宿 1-1-15
星野ベーカリー パン店 新宿 2-11-1
さくらハウス 菓子販売 新宿2-11-11-201
ゆたか寿し すし店 新宿 2-16-6
大清軒 中華料理店 新宿 4-19-18
東京理科大学生協 売店 新宿 6-3
東京理科大学葛飾キャンパス
学生食堂 食堂 新宿 6-3-1

管理棟 2F
プティ レストラン ミモザ レストラン 金町 2-6-1
広島お好み焼 はなび 飲食店 金町 5-26-5
ときわ食堂 飲食店 東金町 1-19-10
レストランみづほ レストラン 東金町 1-20-3　
すし正 桃太郎 すし店 東金町 1-24-4

Cafe.hakuta 飲食店 東金町 1-27-11
シラユリビル101

嬉泉会 きせん事業所 食品販売店 東金町 1-35-10
SportsCafe ＆ Bar brave 飲食店 東金町2-18-1-106
末広 飲食店 東金町 2-29-1
焼肉 香養 焼肉・ホルモン料理店 東金町 3-30-16
お食事処 田吾作 飲食店 東金町 3-32-2
ボンジュール レストラン 東金町 3-33-6　
菓匠 岩月 菓子店（和菓子）東金町 6-7-14
炭火焼肉 南山 飲食店 水元 3-1-23
高雅 食堂 水元 2-5-5
居酒屋 北さん 飲食店 水元 2-5-11
うどん 蓮 うどん・そば店 水元 3-10-17
とんかつ 豚八 飲食店 東水元 1-8-1
とんかつ いしで 飲食店 東水元 1-15-11
石臼碾き手打ちそば 一念 そば店 東水元 1-16-5
讃岐うどん 花もと うどん・そば店 東水元 3-17-17
洋風料理NAKAMURA 飲食店 東水元 4-14-26
龍や食堂 中華料理店 南水元 1-23-12
ひまわり 喫茶・軽食 南水元 1-23-13
万点餃子 餃子専門店 南水元 4-14-23
かなみすし すし店 南水元 4-25-9
家宴 飲食店 南水元 4-26-15
One Plate 飲食店 南水元 4-28-8
すゞきや うどん・そば店 南水元 4-28-10
中華料理 一番 中華料理店 西水元 1-24-4
カフェ サンワイズ 飲食店 西水元 2-11-17
辰寿し すし店 西水元 3-23-8

〒 124-8530 東京都葛飾区西新小岩 1 ｰ 4 ｰ 6
TEL 03 ｰ 3692 ｰ 0211（代）
E ｰ mail job@tsc ｰ 05.ac.jp
URL http://www.tsc ｰ 05.ac.jp




