
　住宅街の2階に、創業から100年を超える歴史をもつ天ぷら割烹の老舗【日乃家】が
ある。ランチ、ディナーともに、市場から仕入れた新鮮な魚介類を使った天ぷらが
楽しめ、昼どきは近隣のビジネスマン、晩酌タイムとなれば、美味しい天ぷらを目当て
にご近所さんたちが集う。店を切り盛りするのは三代目の内藤正司さん、美喜枝さん
ご夫妻とお嬢さんの聖子さん。「何世代にもわたって通ってくれるお客さんも多くて、
街の寄り合い所みたいなところ」と正司さん。「お互いによく知る関係ですからね。家と
あまり変わらないわね」と笑う美喜枝さん。1階のシャッターに描かれたご夫妻のイラ
ストが目印だ。

１００年以上、美味しい天ぷらを提供してきた老舗は

今日もご近所さんにとっての“普段着”の店”。

　「創業は明治時代の後期と聞いています。初代は永井巳之松、私の祖父に当たります」と美喜枝
さん。三田で生まれ育った美喜枝さんは、「わが家はおじいちゃん、お父さん、私、子ども、孫、５代に
わたって（港区立）御田小学校にお世話になっているんです」と同家のエピソードを披露する。御田
小学校とは創立1873年（明治6年）という歴史ある学び舎である。学校の場所は変わらずとも、
その周りでは都電がバスに変わり、幹線道路ができ、町工場が激減するなど、少しずつその様子を
変えてきた。ただ変わらないのが人と人とのつながりだ。「いま仲間たちと一緒に盆踊りにハマって
いるんです。この界隈にはお祭りもあって、お神輿も担ぐんですよ」。そして最後は互いを労い、
賑やかに祭りを締めくくる。「同じものを食べて、飲んで。みんなで
同じ時間を重ねてきた街なんです」と誇らしげな
表情を見せた。

店主のことば

ないとう み き え しょうじ せいこ

日乃家

03-3441-5394
港区三田5-20-5（MAP　）
11：30～13：30、17：00～21：30

土・日曜・祝日
http://hinoyagyoran.blog83.fc2.com/
blog-entry-22.html

おすすめメニュー　親父のおまかせコース（天ぷら＋刺身

＋他2点）1550円、天ぷら盛り合わせ、刺身盛り合わせ

各1300円、上天丼1300円、天ぷら・刺身定食1600円。

休

内藤美喜枝さん、正司さん、聖子さん

広い店内
はゆっくり

食事が楽し
めます

1階のご夫
妻の

イラストが
目印
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ホルモン道場 どんどん本館
どう じょう ほん かん

いしやませいじ

せっかくのお客さまをガッカリさせたくない。

だから目指すは“いつでもやっている店”。

焼酎のライ
ンナップも

自慢です

店主のことば

ときに入手困難な銘柄も用意する。オープンして32年を超え、

大事にするのは「お客さまをガッカリさせない」こと。その思いは

特に営業時間に顕著で、365日休みなく、始発まで営業している

のはその気持ちの表れだ。10年前に別館、3年前にカラオケ館を

オープンし、さまざまなニーズにも対応している。

　白金育ちの石山清二さんがオーナーの【ホルモン道場 どん

どん本館】は、新鮮なもつと魚介類をリーズナブルな価格で提供

する店として、多くの人に重宝される存在。特にもつの鮮度は、

もつ嫌いの人に「ここだけは食べられる」と言わしめるほど。そして

もうひとつの魅力が常時20～25種類の銘柄を揃える焼酎で、

　「空いている時間は掃除をしているか、近所を
回遊しています」と石山さん。回遊とは、食材店を
チェックすることで、「マメに顔を出すことで、新鮮
な食材が手に入ったり、新しいネットワークが生ま
れることもありますから」。最初は出入りもできな
かった問屋も、「粘り強く通っているうちに付き

合いができた」、そうオープンからの32年を振り
返る。これまでは“お店を良くすること”が趣味
だった石山さんに、新しい趣味が見つかった。それ
が“株”である。「最初は本を読んでもチンプンカン
プン。それでもコツコツやっているとわかることも
増えるし、小さい金額でも得したり損したりすれ

ば、面白さが増してきます。いまは失敗の経験を
蓄積させる時期。５年後にプラスになっているよう、
チャレンジしているんです」と話す。
ちなみに５年後とは還暦で、それ
までに「儲けが出せるようになって
いたい」そうだ。

オーナー  石山清二さんShop Info

03-3444-6388
港区高輪1-1-3 2F、3F（MAP　）
14：30～朝5：00 又はお客さんが居なくなるまで

なし
http://dondongyoran.blog88.fc2.com/

休 おすすめプラン　ホルモン盛合わせ850円、
モツ七輪焼450円～、塩モツ煮込380円、モツ
刺350円～。生ビール(中)550円、芋焼酎(12種
以上)600円～、麦焼酎(15種以上)600円～

3階には座
敷席も

ご用意

二次会に
ピッタリな

カラオケ館

P.5-6（MAP　）34
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いとうまさお

竜雲つり具店

３万点以上の釣具がひしめく店内にマニアも驚く

釣りなら“なんでもござれ”の老舗店。

スポーツ新
聞で

紹介された
記事

各種釣り
会の

手書きの
成績表

釣り専門書
や新聞も

幅広く扱う

店主のことば

たことがないそうだが、お目当ての商品を言ってもらえたら、す

ぐに取り出すことができると胸を張る。商品はルアー、川、海と

すべてのジャンルにわたり、特注の仕掛けからマニア垂涎のア

イテム、中古品も取り扱っており、さらには「古いモノも強いです

よ」とにっこり。老舗ゆえの実力は品揃えにある。

1940年、茂木くにさんによって始まったのが【竜雲つり具店】。

「祖母が誰かに“儲かるよ”って言われて始めたって聞いていま

す」とは三代目の伊藤方夫さん。店はもうすぐ80年を迎えようと

する老舗になった。店内には釣具がぎっしりと詰め込まれ、その

数は３万点以上というから驚きだ。1976年から一度も整理をし

仕事が釣りなら趣味も釣りという伊藤さん。二代
目のお父さんも四代目となる息子さんも釣りが大
好きという“釣り一家”だ。四代目は現在、修行中
の身だが、お店が休みとなれば、海に川に湖にと
出かけることもあるという。それもそのはず、【竜
雲つり具店】は「竜雲釣クラブ」「港カワハギ釣研

究会」「チーム竜雲」といった、釣り会の運営もし
ており、「これらのお手伝いだけでも年28回は釣
りに行っています」とこともなげに話す。プライ
ベートでも行くのは釣りで、「先日も高校の同級
生と恩師と一緒に行きました。年齢層が幅広くて
も、いくつになっても一緒に楽しめる」とその良さ

を力説する。そして、休日のもうひとつの楽しみ
が商店街歩きだそうで、東急目黒線を一駅ずつ
降りて街歩きを楽しんでいる。「美味しいラーメ
ン屋さんを見つけたりすると嬉
しいね」と、その釣果を教え
てくれた。

03-3446-8826
港区高輪1-1-1（MAP　）
9：00～20：00

日曜・祝日
http://ryuuntsurigu.blog76.fc2.com/

休

店主 伊藤方夫さん

P.5-6（MAP　）16
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りゅう うん ぐ てん

医  療サービス飲  食美容・理容販  売 魚らん商店会 店舗一覧

MAP 店　名 ひとこと 住　所 営業時間 定休日 T E L ホームページ等
ポイントカード・

商品券の
取り扱い

販売店

有
あ り が

賀印房
印章は「本人確認」
と「意思を表す」道
具です。

港区高輪 1-1-5-103
平日 9：00 ～19：00
土 9：00 ～12：00

日曜、祝日 3441-3602
http://
arigagyoran.
blog76.fc2.com/

上田印章店

創 業 88 年 の三代
目が彫刻する手彫
の店です（¥5,000
以上の印鑑は 5 年
間保証付）。

港区三田 5-16-12
平日 10：30 ～ 20：30
土11：00 ～19：00

日曜、祝日 3441-6800
http://
uedainshou.
blog88.fc2.com/

小川書店
「書籍は人生の知恵
袋」

港区三田 5-16-15 10：00 ～19：00 火曜 3441-5548
kosho-ogawa@
abeliaocn.ne.jp

かめがや時計店
子供の頃の夢をもう
一度…。コンセプト
は大人の遊園地

港区三田 5-20-10
10：30 ～ 20：00 
祝日12：00 ～18：00

日曜 3441-8713
http://www.
ka ikamegaya .
com/tokei/

亀田屋はきもの店 健康は足もとから！！ 港区三田 5-20-9 10：00 ～18：30 日曜、祝日 3441-4482
http://
kamedayagyoran.
blog84.fc2.com/

（有）木下文具店
置いてあるのは普通
のもの、だけど種類
は豊富です。

港区高輪 1-2-11
平日 9：40 ～18：40 
土10：00 ～17：00

日曜、祝日 3444-0531
http://
kinoshitabungu.
blog76.fc2.com/

志村商店 港区高輪 1-1-5 3441-6614

たきざわたばこ店
国内外のたばこを
揃えております。

港区三田 4-7-23 24 時間営業（自動販売機） 3441-3305

東京テレビ（株）
街の電気屋です！
スイッチ交換から大
型エアコンまで！！

港区高輪 1-4-18
10：00 ～19：30
祝日10：30 ～19：30

日曜、
年始のみ

（祝日営業）
3441-8690

HP：http://www.
tokyo-tv.jp/
最新ブログ：
http://tokyotelevi.
blog88.fc2.com/

Bike・de・la・Rocha
白金高輪（バイク・デー
ラ・ロッチャ）

白金高輪駅前の自
転車屋です。お気軽
にご来店ください。

港区高輪 1-2-16 11：00 ～ 21：00 水曜 3440-3307
bike-d-l-rocha.
com

ピーコックストア
高輪魚籃坂店

「高質・新鮮・ホス
ピタリティ」をモッ
トーに、地域一番店
を目指しています。

港区高輪 1-5-1 9：00 ～ 22：00 年始（予定） 3443-3441

https://www.
aeonmarket.co.jp/
peacock_shop_
detail.php?name=
takanawa

（有）古川橋電機商会

電化製品のお買い
替え・修理などでお
困りのことはありま
せんか。

港区白金1-1-1 9：00 ～18：30 日曜、祝日 3441-8846
http://
furukawabashiel.
blog83.fc2.com/
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ポイントカード・

商品券の
取り扱い

村中乾物店
広い範囲で配達も
おこなっております。

港区高輪 1-1-2 10：00 ～ 20：00 日曜、祝日 3441-0697
http://
muranakakanbutsu.
blog88.fc2.com/

銘茶 小山園

お茶はカテキンやポ
リフェノールがたっ
ぷり入っている自然
食品です。

港区高輪 1-1-4 10：00 ～18：00 土・日曜、
祝日 3441-2341

http://
koyamaen.
blog76.fc2.com/

メゾンカイザー 
白金本店

パリ本店の味をそ
のままに

港区高輪 1-4-21 8：00 ～ 20：00
年中無休

（年末年始を
除く）

5420-9683

http://
maisonkayser.
co.jp/location/
takanawa/

竜雲つり具店
釣り人のためのコン
シェルジュがご案
内！

港区高輪 1-1-1 9：00 ～ 20：00 日曜、祝日 3446-8826
http://
ryuuntsurigu.
blog76.fc2.com/

アイラストン（株）
きり輝

き
り☆まい白金高輪

音と光のインテリア
ホビー

港区南麻布 1-5-22 10：00 ～19：00 日曜、祝日 6435-0379

http://www.
islastone.co.jp/
kirikiri-mai/
shop_index.html

福島金物店
確かな技術と
安心価格

3444-6493

美容・理容店

アイビ KAN

訪問理容、福祉理
容にも対応いたしま
す。営業時間外で
もご相談ください。

港区三田 5-16-12 9：00 ～19：00
月曜、
第 1、3 火曜

3442-5852 http://ibkan.
blog76.fc2.com

R・DRESSER
女性スタッフONLY
のスタイリッシュな
空間

港区高輪 1-1-12
松島ビル1F

平日・土曜
10：00 ～ 20：00
日・祝日
10：00 ～19：00

火曜 5422-8144 http://r-dresser.
com/

指圧マッサージ治療院 
こりふじ

どんなコリもおまか
せください !

港区高輪 1-2-16 
フラットウェル高輪 8F

12：00 ～ 21：00 不定休 3445-9121 https://corifuji.
exblog.jp/

シュネー・ユール
初めての方でも安心
してご来店いただけ
るサロンです。

港区高輪 1-2-10 
高輪ファースト1F

11：00 ～19：00（最
終受付 18：30）
 ※受付時間は施術内容
により異なります。

月曜
（その他不定休） 3442-8761 http://www.

schnee-eule.jp/

Hair Asks
温かみのある空間
で居心地の良いプラ
イベートサロンです。

港区三田 5-21-7
大野ビル 2F

平日11：00 ～ 21：00
土11：00 ～ 20：00 
日祝 11：00 ～19：00

（L.O. 1 時間前）

月曜、
第 3 火曜

5420-6424
https://
beauty.hotpepper.
jp/slnH000104531/

飲食店

居酒屋 魚らん亭

メニューは、魚・肉・
野菜類など色々あ
ります。
注文を受けてから1
つずつ手作りです。

港区三田 4-7-22
平日17：00 ～ 23：00 
第 1,3,5
土曜 17：00 ～ 21：00

日曜、
第 2,4 土曜、
祝日

3449-2247
http://
gyorantei.blog76.
fc2.com/
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ポイントカード・

商品券の
取り扱い

飲食店

Cafe Partager
（カフェ・パータジェイ）

昼も夜も、ゆったり
できる憩いの場所

港区三田 5-21-7
大野ビル1F

10：00 ～16：00
19：00 ～ 23：30

土・日曜、
祝日 3473-3004

http://
cafepartager.
blog88.fc2.com/

カレーハウス・サムラート
高輪店

サムラートのナンは
いつでも焼きたて！

港区高輪 1-2-1 
藤波ビル1F

11：00 ～翌朝 5：00 無休 5420-9230
http://www.
samrat.co.jp/

Café PIVOT/
富士スタジオ

サラリーマン、OL
さんに人気のカフェ
☆ 2 階は写真スタ
ジオ

港区三田 5-16-16

月～木
9：00 ～17：00
金
9：00 ～16：00

（L.O. 16：00）

土・日曜、
祝日 3440-4003

http://
cafepivotgyoran.
blog83.fc2.com/

喫茶スナックヘルム
居心地が良くて、
落ち着くお店です。

港区高輪 1-1-11 
グレイス魚籃坂
1F104

11：30 ～17：00 土・日曜、
祝日 3442-9540

http://herumu.
blog88.fc2.com/

讃岐うどん・居酒屋 
たちばな

本場 香川より直送
の讃岐うどん

港区三田 5-21-9
昼 11：30 ～13：45 
夜 17：30 ～ 23：00

（L.O. 22：30）

日曜、祝日、
土曜不定休 3444-5425

http://herumu.
blog88.fc2.com/

白金珈琲 高輪店
プレミアムな珈琲で、
プレミアムタイムな
ひとときを

港区高輪 1-4-20
平日11：00 ～18：00 
土日祝10：00 ～19：00

水曜、
第 3 火曜 5793-9011 

http://
tachibanagyoran.
blog88.fc2.com/

炭火串焼どんどん別館
毎日鳥取大山より
入荷されるのでとて
も新鮮

港区高輪 1-1-5 
パルムハウス101

17：00 ～ 26：00 日曜、祝日 3444-5338
http://
dondongyoran.
blog88.fc2.com/

DiningBar GONZO

日本酒とナポリタン
の店
GONZO 美 味しい
よ！

港区三田 5-21-7 1F
17：30 ～ 26：00

（L.O. 24:30）
日曜、祝日 3449-5500

http://
gonzo.main.jp/

日
ひ の や

乃家
アットホームな雰囲
気の和食のお店です。

港区三田 5-20-5
昼 11：30 ～13：30
夜 17：00 ～ 21：30

土・日曜、
祝日 3441-5394

http://
hinoyagyoran.
blog83.fc2.com/
blog-entry-22.
html

ホルモン道場どんどん
本館

ガラスープは無料で
サービス、飲み放題
です。

港区高輪 1-1-3 
2F、3F

14：30 ～朝 5：00 
またはお客さん居なくな
るまで

無休 3444-6388
http://
dondongyoran.
blog88.fc2.com/

味噌や 魚らん坂
味噌ラーメンのお店
です。

港区高輪 1-4-20　
サンハイツ高輪 1F

11：00 ～ 22：00
日・祝11：00 ～ 21：00

年末年始、
月～土曜日
16：00 ～
17：00（休憩）

3442-4670
http://
gyoranzaka.
blog88.fc2.com/

三河屋食堂
ちゃんと食べてます
か？あなたとこの街
の三河屋食堂。

港区三田 5-16-13 
KU ビル1 階

昼 11：30 ～13：30
夜 17：30 ～ 22：00

（L.O. 21：30 くらい）

土・日曜、
祝日 3441-3506

https://
m.facebook.com/
mikawaya.
shokudo/
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ポイントカード・

商品券の
取り扱い

医療

くぼた歯科医院

歯は身体のバランス
をとるのに、とても
大切な役割を持っ
ています。

港区三田 5-20-3

月・水・金
10：00 ～19：00
火・土
10：00 ～18：00
木
10：00 ～13：00

日曜、祝日 3447-8148

白金しらゆり歯科

様々な分野の専門
ドクターがより良い
治療方法をご提案
します。

港区高輪 1-3-14 
田村高輪ビル 5F

平日10：00 ～ 20：00 
土日10：00 ～18：00 祝日 5789-3600

白金高輪
海老根ウィメンズ
クリニック

全ての診療を女性
医師、スタッフが対
応しております。

港区高輪 1-2-17 
高輪梶ビル7F

月～水・金
8：30 ～19：00
木・土 
8：30 ～13：00
14：00 ～16：30
日・祝日 
8：30 ～16：30

無休 5789-2590
http://ebine-
womens-clinic.
com/

赤
せきしんどう

心堂薬局
家庭用医薬品、保
険調剤、医療用雑
貨扱い店

港区高輪 1-1-4 10：00 ～18：00 土・日曜、
祝日 3441-2245

http://
sekishindo.
blog76.fc2.com/

MAP 店　名 ひとこと 住　所 営業時間 定休日 T E L ホームページ等
ポイントカード・

商品券の
取り扱い

飲食店

やきとり大船

1 階は下町のアット
ホームな立ち飲み、
2 階はゆったりテー
ブル席。

港区三田 5-20-7 16：30 ～ 23：30 日曜、祝日、
第 3 土曜 3441-4692

http://
ofunagyoran.
blog84.fc2.com/

養老乃瀧 魚籃坂店 お酒はゆっくり楽し
く飲みましょう。 港区高輪 1-1-3 17：00 ～ 23：30 土曜 3442-4376

https://www.
yoronotaki.co.jp/
search/detail.
html?CN=2662

Y.A.Bar
たくさん食べてたく
さん笑ってホッとで
きる居場所

港区高輪 1-2-17　
高輪梶ビル1F

月・水～土
10：30 ～ 23：00（L.O. 
21：30）、火 10：30 ～
15：00（L.O. 14：00）、
日10：30 ～17：00（L.O. 
16：00）

年末年始 3446-0123 http://www.
naturallink.jp

和食 哲
てっちゃ

茶ん
天然刺身と手打ち
そばをどうぞ。夫婦
で営む和食屋です。

港区三田 5-21-7 2F 17：30 ～ 23：00
（L.O. 22：00） 日曜、祝日 6450-4257 http://tecchan.

owst.jp

サービス店

（株）エヌティー・
プランニング

白金高輪・麻布三
田を中心にハイグ
レードの物件をご
紹介しています。

港区高輪 1-3-19
NT ビル

10：00 ～18：00
無休（年末
年始及び
特定日を除く） 

3446-9354 http://www.
ntplanning.co.jp/

クリエイティブ
クリーニングだけで
はなく、洋服の修理
も承っております。

港区高輪 1-1-5-104 
パルムハウス魚籃坂

9：30 ～19：00 日曜、祝日 3446-4400
http://
creativegyoran.
blog76.fc2.com/

さわやか信用金庫
（本店営業部）

地域の人々をとこと
ん金融面で支えて
まいります。

港区三田 5-21-5 9：00 ～15：00 土・日曜、
祝日 3444-1112

http://www.
sawayaka-
shinkin.co.jp/
store/main-
office/

（有）清水長四郎商店 親切・丁寧をモッ
トーに

港区高輪 1-3-15 
清水ビル1F

8：00 ～19：00 不定休 3441-3079
http://
shimizutatami.
blog63.fc2.com/

（株）東京建物 不動産と保険のこ
となら相談無料

港区高輪 1-1-12-
301

10：00 ～18：30
水曜、
第 1,3 日曜、
祝日

3442-7501 http://toutate.
blog88.fc2.com/

make act
港区の新着物件情
報スピードに自信が
あります。

港区高輪 1-2-16 
フラットウェル高輪 2F

9：00 ～18：00
第 2・4 火曜 
10：00 ～18：00

水曜 5792-5333
https://www.
ma-minatoku-
chintai.com/
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抽選月

※1 店舗によって変更になる場合があります。 ※2 Wチャンスの商品は変更になる場合があります。満点カードでWチャンス抽選参加の際には、裏面にお名前
ご住所をご記入ください。ご記入の無い場合は、Wチャンス抽選にはご参加になれません。 ●満点ポイントカードは、魚らん歳末得トクセール等の抽選会で抽選
5回分に換える事もできます。

抽選で 1万円分お買物券※2が当たる！1万円分お買物券※2が当たる！

お買物でポ
イントゲット！

お買物100円につき
1ポイントたまる！※1

300ポイントで

その場で発行
手続き不要

年会費ゼロ

毎年夏・冬 ○魚らん商店会のお買物に限ります

500円のお買物ができます

お楽しみは年2回！
満点カードWチャンス 満点カードを、カード取扱店でお買物にご利用いただくだけでOK！

店舗一覧内のポイントカード取扱店でお申込みいただけます加入方法

魚らん ポイントカ ード
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