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R .B  Go l f倶楽部高輪

　ゴルフ好きのオーナーが、理想の練習場とレッスンを具現化した【R.B ゴ
ルフ倶楽部高輪】。テーマは「気軽に本格的に」で、高輪と田町に2店舗を構
える。プロ選手も利用する最先端ゴルフシミュレーター「X-GOLF PRO」を
全打席に導入し、スイングフォームやボールとクラブの軌道を多角的に分析
できる。ショットの反復練習、コース練習、国内外のゴルフ場モードでラウン
ドを回ることも。あわせてプロによるパーソナルレッスンも受けられるので上
達が早いと評判だ。会員以外も利用可能な個室は飲食物持ち込み可で、グ
ループでゴルフゲーム的な楽しみ方が可能。グローブさえ持参すれば、無料レ
ンタルクラブに、シューズも用意されているので気軽に立ち寄れる。

　高輪店と田町店のマネージャーを務める、株式会
社R.Brave の阿部俊二さん。高校3年生の時に、三
段跳びのインターハイ神奈川ブロックで優勝。東京
消防庁での勤務を経て、ワーキングホリデーでカナ
ダに。その後、台湾でも働いていたと言う。「カナダで
はいろいろなところに履歴書を送り、応募者多数の
中からなぜか選ばれ、エアコン販売の営業や、豪雨被
災地で壁の解体作業などをしていました。台湾では、
現地の人達と一緒に夜市で商売をしたり、来場者数
万人規模の日本文化を紹介するイベントで出店営業
のチームリーダーを務めたり。台湾1周約1100キロ
を、8日間かけて自転車で回ったことも。趣味という
わけではありませんが、新しいことを勉強したり経験
することが好きですね。将来的に起業も視野に入れ
ています。それもあって、オーナーが
ゼロからシステムを作り上げたこの
店を運営するのはやりがいがあっ
て楽しいですね」と語ってくれた。

03-6277-2444
港区高輪1-27-37 リンコス高輪店2F
月～金10:00～22:30、
土日祝9:00～20:00

R . B   ゴ ル フ

予算　会員料金 入会金10,000円。通常会員 月会費6,500円（オー
プン打席60分×2回※うち1回はプロのマンツーマンレッスンに振
替可、土日祝・18:30以降プラス500円）。デイタイム通い放題プラン
9,500円。オープン打席60分1,500円～、個室60分3,000円～。ゲス
ト料金 プライベートルーム利用料　60分4,500円～。（税込）

不定休
https://rbgolf.jp/
https://www.facebook.com/
RBゴルフ倶楽部-高輪-1623447741306221/

休

全打席に最先端ゴルフシミュレーターを導入。
ゴルフ好きのオーナーが実現した、
理想の練習場とレッスン。

33MAP

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

店主の
ことば

Shop Info 店長 阿部俊二さん
あ   べしゅんじ

1回15分から1年間まで
様々なレッスンコース有

正面・後方からの
スイングを確認できる

最先端のセンサー
システムで計測と
分析を行う

3Dで映しだされる
ラウンドは臨場感がある

あ   べしゅんじ
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医療法人  桂・プロスペリティー
かつらファミリー歯科

　虫歯治療だけでなく、全身の健康に関与する口腔環境改善の診察アドバ
イスを行う【かつらファミリー歯科】。1991年に仙台で開業、日本各地から患
者が来院するようになり2013年に東京進出した。歯並びの悪い子供が多い
ことから、最新研究や技術を学び試行錯誤するうちに国内屈指の医師と出
会い、現在の診察方法を確立。鼻呼吸のしやすさ、きれいな歯並び、舌と上下
顎の発達を促す矯正器具「スケルトンタイプの固定式拡大装置」の症例は
200以上。詰め物、被せ物、入れ歯などは国内トップ水準の技工士と提携す
る。「歯医者は、子供の歯並びなどに関わることでヒトの一生の健康に関与
できる。今更ながら面白い仕事だと思います」（理事長・院長の阿部桂先生）。

　若い頃はマイケル・ジャクソンが好きで、今は家族
とディズニーランドや嵐のコンサートなどに出かける
という阿部先生。「毎回〝プロだなぁ〟と感動させて
くれる、サービス精神旺盛なエンターテインメント」
とその魅力を語る。時には、先生が人々を楽しませる
側に回ることもある。仙台の診療所も被災した東日
本大震災以降、駐車場にテント7張りを設置して職員
で夏祭りを開催していたという。「大震災の後、まち
がずっとドヨンと曇っていました。祭りで、岩手の実家
の団子屋の紅白団子などを77人に配って、歯医者な
のに（笑）綿あめや、スーパーボールすくいなどをやっ
たら、パァっとみんなの顔が明るくなって。みんなそ
ういう楽しみに飢えていたんですね。ふと空を見上
げたら、真っ青な快晴が広がっていた。その光景が目
に焼き付いています」。その後の復興
記念イベントには200名以上が参加
し、地域の夏祭りとし
て定着したそうだ。

03-6277-2700
港区高輪1-26-11 
月～水・金9:00～12:30（最終受付11:30）、14:00～18:00
土9:00～12:30（最終受付11:30）、14:00～17:00

予算　保険診療・自由診療あり木曜・日曜・祝日（祝日のある週の木曜は診療あり）
http://www.dental-katsura.com/

休

よい歯並び、鼻呼吸、顎の発達は
生涯の健康に相関する。
口腔環境改善の最新知見を提供する歯科医院。

45MAP

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

店主の
ことば

Shop Info 娘さんで歯科衛生士の沙羅さん（左）と医院長の阿部桂先生（右）
あ   べ かつら

あ    べ  かつら

さ   ら

託児サービスは乳幼児からOK
（月、火、金、土）

他にも１日歯医者さん体験や、
ハロウィンのイベントなど
多数開催しています！

学童期に健康な
口腔内を目指し
健康の土台を築く

春・クリスマスには定期健診に
通っていただいた方を対象に

抽選会を開催！
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クララ東京高輪店

　2009年にオープンして以来、さりげなく流行を取り入れた大人のかわいら
しさと知的さの共存するスタイルを提案し、多くのファンに愛されているセレ
クトショップ【クララ】。「素材感と仕立てのよさにこだわった、普段使いでき
る価格の商品を揃えています」とオーナーの水川弘子さん。コートなど一部商
品を除き、自宅でお洗濯できてノーアイロンで着られる商品が多いのもうれし
いところだ。また、着心地と手入れのしやすさにこだわったご主人のカット
ソーブランド「PUPULA」の品揃えは随一で、遠方から訪れるファンも。なお、
水川さんが「クララ奈良店」に行くため、毎月8～10日間のクローズ期間があ
る。店頭やブログ、インスタグラムのチェックをお忘れなく。

　「本当に洋服が好きで、仕事が趣味で、趣味が仕事
になっています。なので、オフの日も、お店に行って
ディスプレイを変えたり、新商品のコーディネートを
考えたり、商品の展示会に行くことも。お店をオープ
ンしている時にはできない仕事をしていることがよ
くあります。新入荷の商品のコーディネートを何パ
ターンか考えて撮影し、インスタグラムやブログに
アップしているのですが、いつも気がつくとあっとい
う間に時間が経ってしまいます。好きなことを仕事
にできているのだから幸せですね」。また、おいしい
ものを食べることも楽しみの一つ。「この界隈でおい
しいものを食べることがいい気分転換
になっています」とやさしい笑顔
で話してくれた。

03-5420-9818
港区高輪2-6-21
11:30～20:00

予算　Tシャツ9,900円～、ジャケット1万
9,000円～、パンツ1万5,000円～、コート2万
円代～（税抜）

木曜　(※月に8～10日間のクローズあり)
http://blog.livedoor.jp/clara06/
https://www.instagram.com/p/BOY97mehbCT/

休

素材と仕立てにこだわった
センスのいいアイテムで、
大人のオンオフを彩るスタイルを提案

2MAP

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

店主の
ことば

財布やチャーム、アクセサリー
などもラインナップ

軽くて扱いやすい鞄は
イタリア製や国産など

店内には上品な大人の
ファッションアイテムが
ずらりと並ぶ

着ごこちが楽な
オフィス仕様アイテムも充実

Shop Info オーナー 水川弘子さん
みずかわひろこ

みず かわ ひろ  こ

ぷ         ぷ        ら
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