池袋西口

立教大生のふるさと

立教通り商店街振興組合

会員店舗のご紹介
～個性的なお店がいろいろ
いつでもアットホームで安心な商店街～

※店舗名の前の○番号は表の位置図と一致しています。
※クーポンの有効期間は2021年11月～2022年3月です。

❶ 池袋ランドセル館㈱神田屋鞄製作所

専門店

西池袋 3-29-14 一平ビル１Ｆ
☎ 03-3986-3733
営業時間：10:00 〜 18:00
※休業日：火（祝日は営業）
“親子で一緒につくる世界で一つだけのランドセル”
神田屋鞄製作所オーダーメイドランドセル

❸ 文庫ボックス 大地屋（おおちや）書店

専門店

西池袋 3-29-12 ☎ 03-3988-0191
営業時間：平日 10:00 ～ 19:30
土・日・祝 10:00 ～ 19:00
※休業日 : 正月三が日
文庫ボックスは文庫専門店です。 岩波文庫や
学術文庫等幅広く取り揃えております。
又、 教科書の注文も承ります。

❹ 逢鳥

居酒屋

西池袋3-29-12 B1F ☎03-6912-8333
営業時間：
月～金１７:００～２３:００（ＦLＯ ２２:００ DLＯ ２２:３０）
土・日・祝１６:００～２２:００（ＦLＯ ２１:００ DLＯ ２１:３０）
大人の隠れ家的「焼き鳥店」。 大山鶏を使った
本物の「焼き鳥」と「水炊き鍋」が堪能できます。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 1ドリンクサービス
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❺ イワサキ歯科医院

クリニック

西池袋 3-29-12 大地屋ビル 3Ｆ
☎ 03-3982-5341
営業時間：午前11：00〜13：00（平日・土）午後14：00〜21：00（平日）
14：00〜18：00（土）※休業日：日・祝は休診
池袋駅・駅チカの歯医者さんです。
痛みの少ない治療を行っています。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 新規の方は粗品をプレゼント！
❼「牛角」池袋立教通り店

居酒屋

西池袋 3-29-11 ☎ 03-5960-4429
営業時間：
月～木・祝 １６: ００～２３: ００
金曜日 １６: ００～２４: ００
土曜日 １５: ００～２４: ００
日曜日 １５: ００～２３: ００
学生からサラリーマン層に大人気！
ぜひ一度ご来店ください。

❽ ㈱茜設計

オフィス

西池袋 3-29-11 ファーストビル
☎ 03-3986-0731

立教通りで創業 60年の建築設計事務所です。

❾ ㈱創発としま

オフィス

西池袋 3-29-11 ファーストビル 5F
☎ 03-3954-0685
出版・デザイン・編集・翻訳などを行う媒体制作
会社です。
月刊まちづくり情報誌「とっぴぃ 豊島の選択」を
発行しています。
地域とのコラボレーション企画の相談などもお受け
しています。

4

❿ 梅本ビル 丹波屋燃料㈱

燃料店

西池袋 3-29-3 ☎ 03-3986-1531
営業時間：9:00 ～ 17:00
※休業日 : 日・祝
創業 70年の燃料店 梅本ビル 1Ｆ
レジャー用木炭、 各種揃っています。

⓫ みつ石

和食

西池袋3-29-3 梅本ビルB１F
☎ 03-3982-1124
営業時間：17:00 〜 23:00 ※休業日 : 日
ふぐ料理を含む日本料理店。オリジナルの
『かも
肉しゃぶしゃぶ鍋』
、まぐろの
『かぶと焼』が有名
です。みつ石☆三ツ石
ガイドブックお持ちのお客様

ク ふぐひれ酒を一人一杯サービス
⓬ FREE FLOW RANCH

バー

西池袋3-29-3 梅本ビルB１F
☎ 03-5952-6599
営業時間：17:00 〜 24:00
※休業日：日・祝
料理が自慢のアメリカンバーです。
水曜と土曜はライブ演奏があります。
平日は 10名様より貸切可能です。

⓮ uchla (ウクラ）

ビューティ

西池袋 3-29-10 高松ビル 1,2Ｆ
☎ 03-5954-0301

営業時間：月～木 11:00 ～ 20:00 金 11:00 ～ 20：30
土・祝 10:30 ～ 20:00 日 10:00 ～ 18:30 休業日：年末年始
池袋駅 C3出口の目の前！フルフラットのシャン
プー台でゆったりリラックスしていただけます。

ク

ガイドブックお持ちのお客様

カット 3,850円／カット・カラー 6,600円
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⓯ ㈱高松電気

オフィス

西池袋 3-29-10 ☎ 03-3971-0064
営業時間：10:00 〜 18:00
※休業日 : 日・祝
小さな電気工事から大きな電気工事、 何でも
ご相談下さい。

⓰ 立教通り皮膚科形成外科

クリニック

西池袋 3-29-9 Ｃ３ビル１Ｆ
☎ 03-5954-3051
営業時間：
AM受付 9:30 〜 13:00 診療 10:00 〜 13:00
PM受付 15:00-19:00 診療 15:30 ～ 19:00
※休業日：水・土午後・日・祝・日
【女医・スタッフ全て女性】形成外科専門医による
「幅広い皮膚科のお悩み」にお答えします。

⓱ バーガーキング池袋立教通り店

ファストフード

西池袋 3-29-9 福利ビル１F
☎ 03-6673-8182
営業時間：9:00 ～ 22:30
100％ビーフパティ。 直火焼きでジューシー＆
スモーキーな仕上がり！ぜひお試しください。

ク

こちらのコードから
お得なクーポンをゲットできます！

⓳ ㈱アソシエート

不動産

西池袋 5-1-5 第二春谷ビル２F ☎ 03-5954-7111
営業時間：平日 9:00 ～ 19:00 土日祝 10:00 ～ 18:00
（１月～３月は 9:00 ～ 19:00）
※休業日：年末年始・夏期・ＧＷ
池袋で 30年。 安心安全満足のお部屋探しを
サポート。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 仲介手数料 3０％オフサービス！
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⓴ 135酒場

居酒屋

西池袋5-1-5 第2春谷ビル1F
☎ 03-3971-0339
営業時間：24 時間営業
100円 300円 500円均一料金にて旨い
ものいっぱい！
！24時間営業で頑張っています

 東京三協信用金庫 池袋支店

信用金庫

西池袋 5-4-6
☎ 03-3984-3551
営業時間：平日 9:00 〜 15:00
※休業日：土・日・祝
この街の“つながり”が誇りです。

 セブンイレブン 西池袋二又店

コンビニ

西池袋 5-2-12 ☎ 03-3982-2376
営業時間：24 時間営業

1979年開業、40年以上前からあるセブンです。
ガイドブックお持ちのお客様

ク セブンカフェ ホット

（レギュラーサイズ） 一杯無料

ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ 池袋西口店

ビューティ

西池袋 5-2-12 サン STK １F
☎ 03-6907-1762
営業時間：10:00 ～ 20:00
最終予約受付⇒ 18:30
オープンして 5年経ちました
ガイドブックお持ちのお客様

ク 無料フェイシャルケア
7

 舘ネーム店

専門店

西池袋 5-2-13 ☎ 03-3982-6858
営業時間：月 - 金 10:00 〜 18:00
土 10:00-14:00 ※休業日：日・祝
ジャージ、スウェット、エンブレム等、
部活サークルのネーム・チーム名入れます。
気軽にいらしてください。

 バー・メモリーレコード

バー

西池袋 5-2-14 有山ビル１Ｆ
☎ 03-3982-5417
営業時間：20:00 〜 2:00
※休業日：日・祝
ジャズをメインに流す元レコード店のバーです。
お気軽に一杯どうぞ。

 未来計画

不動産

西池袋 5-2-14 有山ビル２Ｆ
☎ 03-4288-8250/03-4546-1615
営業時間：10:00 〜 19:00
毎週池袋のゴミ拾い活動をしております。
一緒にゴミ拾い活動をしたい方はお気軽にご連
絡ください。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 仲介手数料 5０％オフサービス！
 EL-black（エルブラック） ビューティ
西池袋 5-2-14 有山ビル３Ｆ
☎ 03-5927-9070
営業時間：不定 / 完全予約制
編み込みエクステ、コーンロウ、ブレイズ、ヘア
セットの専門店です。
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スミタ帽子店

専門店

西池袋 5-2-1 ☎ 03-3971-0729
営業時間：平日 10:30 〜 18:00
土は 16:00 まで
※休業日：日・祝
立教制帽、 記念品、 製造販売

 KASSU The Udon Lounge

和食

西池袋 5-2-1 新サンポウビル 1F
☎ 03-6261-2521
営業時間：
月〜土 11:00 〜 14:30/17:00 〜 21:30(L.O 21:00)
祝日 １１:００～１４:３０ ※休業日：日
自家製手打ち麺とこだわり出汁の本格うどん
ガイドブックお持ちのお客様

ク 「選べるミニご飯」プレゼント
 東京麺珍亭本舗 池袋西口店

油そば

西池袋 5-2-1 サンポウビル１Ｆ
☎ 03-5292-9711
営業時間：全日 11:00 ～ 23:00
キャッチコピー：元祖 油そば専門店！
タレと麺にこだわった自慢の油そば！

 池袋学生会

不動産

西池袋 5-2-2 ☎ 03-3982-1633
営業時間：10:00 〜 18:30
※休業日：年末年始
立教通りで創業 45年、池袋・要町・椎名町エリア
は当社にお任せ下さい。一人暮らしからファミリー
物件まで、多数のお部屋をご用意しております。
インターネットで
『池袋学生会』で検索。
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 黒船時計店

専門店

西池袋 5-2-3 平凡立教前ビル 1F
☎ 03-5985-9600
営業時間：11:00 〜 20:00
※不定休
日本最大級のアンティーク時計店
修理も受け付けています。

ドリーム コーヒー

カフェ

西池袋 3-31-10 ☎ 03-3983-8818
営業時間：カウンター 8:00 〜 19:00
※休業日：日・祝
世界のコーヒー豆を生豆から厳選。 焙煎技術に
よりコーヒー通が納得する味に仕上がりました。
コーヒー問屋の至極の一杯をどうぞ。

 理容オリオン

ビューティ

西池袋 3-31-9 ☎ 03-3981-0346
営業時間：9:00 〜 17:30
来店は17:00 まで ※休業日：月

昭和30年から立教通りで営業しております。

 ㈱リバティー

不動産

西池袋 3-32-9 ☎ 03-3985-0809
営業時間：10:00 〜 18:00
日祝は 17:00 まで ※休業日：水
売買・賃貸・管理等のご相談は実績経験豊富な
当店へ。
皆様のお越しをお待ちしています。
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ｔ
ｉｐ・ｔｏｐ 池袋 maison

ビューティ

西池袋 3-32-7 ☎ 03-5992-2402
営業時間：10:00 〜 19:00
※休業日：火
ヨーロッパ調の落ち着いた店内では、シーズン
毎のヘアトレンドや美容情報からその方に合わせ
たスタイルを提案します♪
ガイドブックお持ちのお客様でご来店が初めての方に

ク カット料金 50％ OFF
 麻雀クラブ タイカ

娯楽

西池袋 3-32-7 ☎ 03-3983-8829
営業時間：12:00 〜 24:00
※休業日：日
カレーがおいしいよ

 そば処

中村

和食

西池袋 3-32-7 タイカビル半地下
☎ 03-3985-6989
営業時間：火～土11:00～15:00/17:00～21:00
日・祝11：00～15:00/17:00～20:00
（いずれもラストオーダー30分前）
※休業日：月
当店の蕎麦は厳選した国産 100%石臼挽きの
蕎麦粉を使用、丹精込めて打ち上げております。

 佐藤薬局

薬局

西池袋 3-32-6 ☎ 03-3971-2313
営業時間：9:00 〜 20:00
※休業日：日・祝
立教通り、リビエラ前にある薬局です。
病院・クリニックの処方せんの受付、 お薬販売、
お薬・健康・介護相談も承ります。
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リビエラ東京

イベント会場・ウェディング

西池袋 5-9-5（立教大学前）
☎ 03-3981-3233（各種イベント・宴会）
営業時間：10:00 ～ 21:00
※休業日：火・水
料亭「白雲閣」開業から70余年。滝と緑豊かな
庭を囲む5つの個室、6つのイベント会場は、2～
160名様の会食、講演会、展示会、ウェディング、
コンサートなどでご利用いただけます。

 茶寮リビエラの庭

和食レストラン

西池袋 5-9-5（立教大学前）
☎ 03-8981-3231（予約制）
営業時間：ランチ11:30～15:00 3,520円（税込）〜
ディナー17:00～21:00 5,500円（税込）〜
※休業日：火・水 ※ディナーのみサービス料10%
滝の水音と鳥のさえずりをBGMに、池袋の緑
溢れるオアシス空間で和食を提供。大きな窓の
ある広々とした個室がおすすめです。

 灘部隆志税理士事務所

オフィス

西池袋 5-10-1
☎ 03-03-6907-1896
営業時間：9:00 ～ 18:00

相談しやすい、分かりやすい、親身になる
あなたの最高のパートナーになる事を
お約束します。

 刺繡プリント .com

専門店

西池袋 5-10-2 椿ビル 1F
☎ 03-5396-7080
営業時間：9:00 ～ 17:00
※休業日：土・日・祝
企業ユニフォームやオリジナルウェアなどの作成
の際にはご相談ください。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 10％OFF
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 手織り教室 さをりの森

カルチャー

西池袋 5-10-2 椿ビル 2F
☎ 03-5927-8808
営業時間：火～土 10:00 ～ 18:00
※休業日：日・月・祝
自分の感じるまま、好きに好きに織る「さをり
織り」のお教室です。初心者大歓迎。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 体験料1,100円 初回無料
 つばき歯科クリニック

クリニック

西池袋 5-10-2 椿ビル 4Ｆ
☎ 03-5979-1184
営業時間：10:00 ～ 17:00（最終受付）
※休診日：水午後・木・日・祝
院長はじめスタッフは全員女性。入れ歯・無呼吸・
歯周病でお悩みの方はご相談下さい。

 セントポールプラザ（立教大学池袋キャンパス店） ショッピング
西池袋 5-10-5
営業時間：

☎ 03-3985-2768

1Ｆ ローソン 24 時間営業
2Ｆ 文具・書籍 平日 8:30 ～ 18:00
土曜 8:30 ～ 13:00
3Ｆ 旅行・保険 平日 10:00 ～ 17:30
※立教学院の休業期間・入試・各種行事により
変更になる場合がございます
詳しくはホームページをご覧ください。

 ㈱城北石田ハカリ
西池袋 5-16-2

オフィス

☎ 03-3982-6637

システム計量機メーカの株式会社イシダの代理
店です。
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 立教学院内郵便局

郵便局

西池袋 5-10-14 ☎ 03-3982-9608
営業時間：9:00 〜 17:00
※休業日 : 土・日・祝 ATM は毎日やってます

日本でここだけ？カフェのような郵便局です。

 池袋画廊

貸ギャラリー

池袋 1-2-1 ウイックスビル B1
☎ 03-3985-1327

池袋西口五差路の近く、 地下一階にある展示
スペースです。

 キンコーズ 池袋西口店

専門店

西池袋 3-28-1 藤久ビル西 2 号館 1Ｆ
☎ 03-5979-5171
営業時間：8:00 ～ 22:00
コピー・プリントから製本・デザインまでキンコーズは
お客様の想いをカタチにします。
金曜日はキンコーズの日！
！

ク セルフコピーが 6円になります
 ヴィクトリア /L-Breath 池袋西口店

専門店

西池袋 3-29-1 ☎ 03-5985-0831
営業時間 :11:00 〜 20:00
池袋エリア最大級のスポーツ、キャンプ、アウト
ドア用品の専門店です。
スポーツのある豊かなライフスタイルを全力で
サポートします。

ク 足型測定無料サービス
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 セブンイレブン 西池袋立教通り前店

コンビニ

西池袋 3-29-2 三原ビル１Ｆ
☎ 03-6907-1688
営業時間：24 時間営業
母店の「セブンイレブン西池袋二又店」共々よろ
しくお願いいたします。
ガイドブックお持ちのお客様

ク セブンカフェ ホット

（レギュラーサイズ） 一杯無料

 STUDIO OWL スタジオ アウル

カルチャー

西池袋 3-29-2 三原ビル６Ｆ
☎ 080-1330-7092
営業時間：10:00 〜 22:00 ※無休
フラダンス・ジャズ・サンバなどのダンスレッスン
場としてレンタル中です。
ガイドブックお持ちのお客様

ク 使用料金を10%サービス
 手打ちうどん

立山

和食

西池袋3-29-3 梅本ビル1Ｆ
☎ 03-3985-7007
営業時間：11:30 〜 22:00 ※休業日 : 日
夕方からはお酒とおつまみも用意して、 お待ち
しております。

 LIVE BAR SunnySpot

バー

西池袋3-29-3 梅本ビルB１F
☎ 03-3987-7332
営業時間：19:00 ～ 2:00
※休業日：日・祝
生 演 奏を 聴きながら楽し い お 酒を … 時 に は
お 客 様との セッションもありの 気 楽 なＬＩＶＥ
ＢＡＲです。
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Ｓun Ｂee（サン・ビー）

バー

西池袋3-29-3 梅本ビルB１F
☎ 03-3980-1606
営業時間：17:00 ～ 24:00
※休業日：日・祝
立教の学生に愛された「300Ｂ」 を継承する
カフェバー。 音楽ライブもやってます！

 co-ba IKEBUKURO

オフィス

西池袋3-29-3 梅本ビル4F
☎ 03-5904-8019
ドロップイン：（単日利用）10:00 ～ 18:00（平日のみ）
（会員のみ）24 時間
※受付可能日は曜日によって異なりますので
詳しくはホームページでご確認ください

「co-ba ikebukuro」 は池袋に埋もれている才能が集まり、
それぞれの個性を発揮するシェアードワークプレイスです。

 あうるぱーく フクロウカフェ池袋

カフェ

西池袋 3-30-11
☎ 03-3984-1097
営業時間：11:00 〜 18:00
※無休
30羽のふくろうとハリネズミとふれあい体験が
できる「体験型ふくろうカフェ」

 麻雀 ZOO 池袋西口総本店

娯楽

西池袋 3-30-11 ベストワンビル1～4Ｆ
☎ 03-3985-7117
営業時間：10:00 〜 24:00 ※無休
公式 HP▶

公式 Twitter▶
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禁煙フロア完備！
！
！
1Ｆはマージャン店では珍しい路面店。
麻雀好きのあらゆるご要望にお応えします。

ランチハウスミトヤ
西池袋 3-30-10
☎ 03-5953-5788
営業時間：11:00 〜 23:00
※無休

レストラン

LO22:30

味良し！ 量良し！ 値段良し！

 美容院 Lutia池袋

ビューティ

西池袋３-31-13 キャンティ第2ビル1Ｆ
☎ 03-3980-2213
営業時間：平日 10:00 ～ 22:00
土・日・祝 10:00 ～ 19:00 ※無休
ヘアケア技術に自信あるメンバーがそろって
います。 頭皮のお悩みをかつてないレベルで
解決いたします。

 イル・キャンティ

レストラン

西池袋 3-31-13キャンティ第2ビル 2F
☎03-5950-8831
営業時間：平日ランチ 11:30 〜 15:00
ディナー
17:30 ～ 23:30
日 / 祝ランチ 11:30 ～ 15:00
ディナー
17:00 ～ 23:00
※無休（年末年始を除く）

 赤バル レッツェ 池袋店

居酒屋

西池袋 3-31-15 ロイヤルプラザⅡ 1F
☎ 03-6914-0138
営業時間：16:00 〜 23:30
22:30（温かい料理）
23:00（ドリンク・冷たい料理）
樽生ビールと産直の魚、 窯焼きピザが旨い店
ラインポイント登録で特典あり

ク グラスワインorマルゲリータピザ
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 創形美術学校

スクール

西池袋 3-31-2
☎ 03-3986-1981

指導するのはすべてプロのクリエイター
眠っている才能とゆるぎない力を引き出します。

 Aloha Amigo 池袋

レストラン

西池袋 3-31-5 パークハイムウエスト１Ｆ
☎ 03-5927-9931
営業時間：11:30 ～ 22：00（L.O.21:30）
※休業日：月・火
ハワイ＆メキシコのいいとこどり！西池袋公園前
でリゾート気分を♪テラスはペット可！

まいん家（ホルスコーポレーションズ浅川）

カフェ

西池袋 3-33-19 白鴎マンション 1F
☎ 03-3971-9196
※不定休

夜カフェです。

立教通り商店街
ホームページもご覧ください！ http://rikkyo-street.net/

地元ならではのイベント情報、
ラッキーなショップ情報など
ホームページで地域と繋がろう！
みなさんからの情報も掲載します。
お問い合わせください。
お問い合わせは
☎ 03-3986-1531までどうぞ
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立教通り商店街振興組合

会員ビルの
ご紹介

～地域を見守り続けます～

 第二
春谷ビル
西池袋5-1-5

池袋駅C-3出口
立 教 通り角 地に面した
ビルです。
飲食、 美容、 地下には
小劇場があります。

❷ 一平ビル
西池袋3-29-14

 第二
矢島ビル

☎03-3971-2025

西池袋5-1-6

⓭ 梅本ビル

 サン・
ＳＴＫ
ビル

西池袋3-29-3

☎03-3986-1531

西池袋5-2-12

池袋駅C-3出口正面の
レンガ造りのビル、 地
下は色 々なジャンルの
音 楽ライブバーがあり
ます。

⓲ 福 利ビ ル

 有山ビル

西池袋3-29-9

西池袋5-2-14

エントランスはテナント
「 エノパニーノ イケブ
クロ」の隣、
「バーガー
キング立教通り店」の裏
になります。

二又交番から入って最初
の交差点にあります。
1Fは親子 2代に渡って
営業している Bar「メモ
リーレコード」 です。
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 サンポウ
ビル

 夏目ビル
西池袋3-31-7

西池袋5-2-1

 金光堂
ビル

 椿ビル
西池袋5-10-2

西池袋5-2-2

 平凡
立教前
ビル

 藤久ビル
西池袋3-28-1

西池袋5-2-3

 青井ビル

 三原ビル

西池袋3-31-10

西池袋3-29-2

☎03-3983-2764
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☎03-3982-5912

 泰共
フラット
ビル

 オオサキ
ビル
西池袋3-31-12

西池袋3-30-11
☎03-3989-1234

池袋西口丸井裏のテナン
トビル
『あうるパークふくろうカ
フェ』『300Ｂ』など

ライオン
ビル

 磯野ビル

西池袋3-30-10

☎03-3971-9960

西池袋3-30-6

☎03-3971-8844

 すやま
ビル
西池袋3-30-10

ニュース！
商店街の街路灯に貼ってあるレッツステッカー
から商店街情報が取得できます。
スマートフォンの NFC機能を ONにして、マー
クにかざすと商店街の店からのお知らせやポイ
ントが GETできます。バーコードにも対応して
います。
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