
　「ファミコン世代なので、小学生時代からゲーム

が趣味です。今は、スマホゲームの『バトルロワイヤ

ル』にはまっていて、海外サーバーで東南アジアの

人たちとチームを組んで戦っています。その日に

よって状況が違うし人間模様もあって面白い。タイ

ミングの大切さは、接客にも通じますね。あと、ずっ

と好きなのは『スター・ウォーズ』です」。こうした趣

味のエンターテインメントが仕事のヒントになるこ

ともあるそうだ。「もともと都内のホテルに10年間

勤務していたんですが、ある時、フレンチのレストラ

ンから鉄板焼きに異動になり、目の前のゲストを

楽しませるという課題が生まれたんです。そんな

時、ディズニーランドで『ジャングルクルーズ』に乗

船して、『これだ！』と閃きました。スリルあり、笑い

ありのストーリー展開で、いかにお

客様を笑顔にするか、緻密に計算

し尽くされている。こういう接客を

目指したいと思いました。」

店
主
の
こ
と
ば

鉄板焼 円居 -MADOy- 品川

持つ。「おまかせしていただければ、肉を見て最適な下味、切り方、焼

き加減でお出しすることもできます」。肉の“純米大吟醸カット”など

技術が光る。さらに特筆すべきは、子供向けのバルーンアートや、デ

ザートのディッシュアートといったおもてなしだ。個室も利用でき、記

念日ディナーや接待ほか幅広い客層の支持を集めている。

　最高級黒毛和牛などの鉄板焼きを洗練された空間でコスパよく

味わえる、MADOyグループの品川店として2013年にオープン。1頭

買いでさまざまな部位を楽しめるA5ランク黒毛和牛のほか、国産

の伊勢エビやタラバ蟹なども味わえる。シェフの金谷馨さんは、精

肉卸業者直営のレストランと、ホテルレストラン勤務の経歴を併せ

かな や かおる

03-5793-8088

港区高輪3-10-3 アクア高輪2F

月～土曜 17:00～23 :00
(L.O.22:00,ドリンクL.O.22:30)

シェフ 金谷馨さん
かなやかおる

まどてっ ぱん やき い まどい しな がわ

不定休

https://madoy.gorp.jp/

休

A5ランク黒毛和牛をはじめとする高級食材を、
肉のマエストロの技と一流のおもてなしで提供

14MAP

カウンターではシェフ
の手さばきを楽しんで

食材にこだわり。
シャトーブリアンも
安定供給

ドアを開けると
ほの暗い癒しの空間が
現れる

Shop Info

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

予算　1万円～(鉄板焼き「黒毛和牛コース
各種6,000円～17,000円 ※飲み放題プラ
ンあり、アラカルト1,000円～)〈税抜〉
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　「ロックが好きで、以前はバンドでボーカルとギ

ターをやっていました。ライブハウスに出演した

り、ハードコアバンドのイベントを主催したことも

あります」という小川さん。「今は、仕事先まで車で

移動する時間に、行きはクラシックロックを爆音

で。帰りはノラ・ジョーンズや映画『ブルース・ブラ

ザーズ』のサントラとか、癒される音を聴いていま

す。実は奥さんとの出会いも音楽がきっかけなん

です」。音楽に加え、最近増えた趣味に釣りがあ

る。「小学生の頃からハゼを釣りに行っていました

が、ヘラブナ釣りでプロ級の腕を持つ父親の仲間

に影響されて、最近改めて釣りに凝りはじめまし

た。キスやハゼを釣りに行って仕掛けの種類を増

やしてみたり、いろいろとやっています。奧さんと

一緒に釣りの動画を見てから行くこともあって、

奥さんが喜ぶ顔を見るのもまた楽

しいですね」と笑顔を見せた。

店
主
の
こ
と
ば

丸屋工芸　

代表取締役社長の小川惠久さん。小川さんの家系は明治時代から

高輪で3代続く呉服屋。地域では『丸屋』の屋号で親しまれていた。

父の後を継ぎ、十数年間から地域の活動にも参加している。「商店

会には新しい人とまちを繋ぐ役割もあります。みんなでいいまちにし

ていきたいですね」と話してくれた。

　看板工事やカッティングシート制作などを業務とする【丸屋工

芸】。イラストレーターのデータから、磁石や両面テープで留めるパ

ネル看板などの制作と設置を行う。これまで職人として大手電機

メーカーの展示会や都営バスのラッピングなどにも関わってきた。

「仕事の大小に関係なく妥協しないで最大限丁寧に仕上げます」と

03-5789-4970

港区高輪3-7-13

10:00～18:00

店主 小川惠久さん
お がわよしひさ

まる       や      こう     げい

不定休休

丁寧な仕事で店や事業所の顔を飾る
カッティングシート制作と看板取付工事

7MAP

イラストレーターの
データ持ち込みもOK

丸屋工芸が製作した
白金阿波踊りのフラッグ

注文はデザインから
相談することもできる

Shop Info

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

お がわよしひさ
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　「大学時代はステージマジックを本格的にやっ

ていました。学生で時間が有り余っていたので、

サークルの発表会で、大掛かりな仕掛けに挑戦し

たりしていました。ちなみに同期の仲間は、マジッ

クのオリンピック「FISM」で優勝しているんです

よ。今でもたまにステージマジックの動画を見て

いますが、いったん見始めると夢中になります。世

界レベルのプロのマジックは、いくら考えても仕掛

けがまったくわからない。目の前のモノが増えた

り浮かんだりするのは、組み合わせの妙や秀逸な

演出あってのこと。もともと理系の人間なので、わ

からないと感じることに、原理原則を見つけるこ

とに喜びを感じます。これは不動産の世界にも通

じることで、不動産投資は想像力の世界なんで

す。物件のポテンシャルを見極める確かな目線が

あれば必ず勝てるので、やらない

理由はないと思っています」

店
主
の
こ
と
ば

税理士法人ユープラス

レンタルオフィスの入り口は
セキュリティも万全

1階はレンタルオフィスや
貸会議室

利用の際に自由に使える
ラウンジ

貸会議室は4名～30名用
まで4部屋あり、

管内は無料wifiが
利用可能

ト。その面白さに目覚め、これまでに自身でも不動産を所有してきた。

高輪台駅徒歩1分の本社ビルもそのひとつで、自社オフィスのほか、レ

ンタルオフィス、貸し会議室、時間貸し駐車場と、不動産有効活用の見

本のようなつくりとなっている。ネットでは、これから始める人から成

功者まで集まる「不動産会計.com」といったサービスも提供している。

不動産投資家に必要なサービスを提供。
本社ビルで貸オフィス・会議室・駐車場もやっています。

03-6450-4657

港区高輪3-10-2 グラスプラス高輪

月～金曜9:30～18:00

土・日・祝日

代表税理士 重松睦さん
しげまつあつし

ぜい り し ほう じん

http://www.uplustax.com/
http://fudosankaikei.com/
【シェア会議室Ⓡ品川高輪】
https://abc-kaigishitsu.com/pr_shinagawa/#r03
【レンタルオフィス】
https://upoffice.jp/

休

24MAP

Shop Info

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

予算　貸会議室 （1時間4名用990円・
6名用1,782円・30名用3,861円 ※利用は2

時間～、9:00～20:00、無休）レンタルオフィス
（1～3名の完全個室 賃料3万円＋管理費
5,000円～、敷金2ヶ月）〈税抜〉

　不動産投資家に必要な会計税務サービスに特化した【税理士法人

ユープラス】。記帳代行、税務申告、法人化支援、消費税還付、節税相

談、融資サポート、投資シミュレーションなどのサービスを提供してい

る。代表税理士の重松睦さんは、以前勤務していた会計事務所で不

動産賃貸業に失敗が少ないと気づき、銀行に借入して投資をスター

しげ まつあつし
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　山本さんの趣味は音楽。小学2年生から大学ま

でクラシックピアノを習っていた。ジャズピアノを

教わったり、ゴスペルのクワイア(教会の聖歌隊)

で歌やピアノ演奏をしていたこともあるとか。「ライ

ブへ行くのも好きで、20代前半は週に3、4回通って

いました。J-POPの有名どころはほとんど観たこと

があるし、インディーズの子たちのライブもちょこ

ちょこ観に行きます。ドラムやキーボードに注目す

ることもあって、特定のアーティストのファンという

よりライブ感が好きな“ライブおたく”ですね」。開

業してからは忙しくてなかなかライブに行かれな

くなったそうだが、休みの日にピアノでビートルズ

やモーツアルト、ゴスペルの曲、それから小学校か

ら幼なじみのピアニスト村松健さんの曲を弾いて

いるそうだ。「彼のCDは診療室でもよくかけている

んです」。そのピアノの音色は、人を

リラックスに誘う診療室にぴった

りの美しいものだった。

店
主
の
こ
と
ば

鍼灸院 リラクスラボ

で鍼灸師の山本功さん。2018 年5月のオープン以来、体質改善、ダイ

エット、美肌、疲れ、痛みなど、心身のあらゆる悩みに鍼灸の技術など

で応えてきた。不妊鍼灸では、スーパーライザー（近赤外線治療器）

を導入しました。「病名のつかない体の不調に悩む人が多い現代。忙

しい方こそ、週1回の施術で体調を整えていただきたいですね」。

　「鍼灸で自律神経を整えながら食事療法をすれば、楽にキレイに

痩せることが可能です。目標を設定する激しいダイエットではなく、

炭水化物と糖質を控えて野菜・魚・肉を食べながら徐々に体重を落

とします。自律神経を整えれば食欲も落ち着くし、ほかの体の不調の

改善も期待できるんです」と語るのは、【鍼灸院リラクスラボ】の院長

03-6712-9939

港区高輪3-10-7

月～木曜10:00～21:00(最終受付20:00)
土・祝日10:00～18:00(最終受付17:00)

院長 山本功さん
やまもといさお

しん きゅう いん

金・日曜

https://reluxlabo.com/

https://ameblo.jp/relaxlabo0507/

休

伝統鍼灸30年、15万人の実績で、体質改善。
現代人の悩みに応える、癒しの鍼灸院

23MAP

妊娠率があがる
新しく導入した
「スーパーライザー」

コンセプトは
眠ってしまうほど

優しい鍼

東京高輪病院の
連携協力医療機関で安心

Shop Info

美容・理容 サービス販売 飲食 医療

予算　肩こり、腰痛、体質改善など鍼灸治
療のみ(30分)4,000円、全身リラックス&体
質改善コース(60分)6,000円、美容鍼ライト
5,000円、不妊鍼灸60分7,000円〈税抜〉

やま もといさお
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　「友人のようなお付き合いをさせていただく常

連のお客さんもいて、仕事が趣味のようなところも

あります」と話す佐藤さんだが、体のメンテナンス

をしてゆっくり過ごす時間も大切にしていると言

う。「ここ最近、銭湯通いを始めました。日曜日はお

昼から銭湯に行ってのんびりするのが楽しみの一

つになっています。薬湯や寝湯など、いろいろな種

類の浴槽がありますが、特に気に入っているのが

電気風呂に入ってから冷たい水風呂に入るパター

ン。電気風呂は腰痛にいいと聞いていますし、ビリ

ビリ痺れる感じが爽快です。血の巡りが良くなる

し、毛穴が開いたり引き締まったりするのも、かな

り健康にいいんじゃないでしょうか。銭湯の後は、

本を読んだり、好きな洋画や録画したドラマを見

たり。ただひたすらのんびり過ごしています」。料理

のアイディアが豊富に浮かぶのも、

こうした完全オフの時間あっての

ことなのかもしれない。

店
主
の
こ
と
ば

ど。夜はこだわりの日本酒などをお供に短冊のメニューを食べ尽くし

たい。店長の佐藤隆さんの料理に惚れ込み、昼夜来店する常連や女

性のお一人様も。「小さな店なので、家族的な雰囲気でやっています。

最初は入りづらいかもしれませんが、勇気をだしてお越しいただけれ

ば。満員で入れないこともあるので、その時はごめんなさい」。

　2013年にオープンした【心温】。ランチ営業もする居酒屋で、うまい

料理と酒が手頃な価格で楽しめるとあって、近隣で働く人と地元の

人々に人気を集めている。店内で目を引くのが、びっちり貼られたメ

ニューの短冊だ。豊富な居酒屋メニューが酒飲みのツボを刺激する。

ランチの人気メニューは「お刺身定食」「生姜焼きと唐揚げ定食」な

03-3444-2117

港区白金台2-12-19

月～金曜ランチ 11:30～14:00(L.O.13:30）
ディナー 18:00～23:00(L.O.22 :30)
土曜 不定休

店主 佐藤隆さん
さ とうたかし

メニュー　予算 ランチ850円～、
ディナー4,000円～〈税抜〉

日・祝日

https://tabelog.com/tokyo/A1316/
A131602/13158751/

休

魚介類をはじめとする厳選された食材が集結。
豊富な居酒屋メニューが魅力。

19MAP

インテリアは
ご主人自らDIYした

落ち着く雰囲気と
多彩な料理で酒がすすむ

Shop Info

日本各地の銘酒を
厳選して用意

心温
こ      はる

16MAP
美容・理容 サービス販売 飲食 医療

たかし
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昼から銭湯に行ってのんびりするのが楽しみの一

つになっています。薬湯や寝湯など、いろいろな種
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最初は入りづらいかもしれませんが、勇気をだしてお越しいただけれ

ば。満員で入れないこともあるので、その時はごめんなさい」。

　2013年にオープンした【心温】。ランチ営業もする居酒屋で、うまい

料理と酒が手頃な価格で楽しめるとあって、近隣で働く人と地元の
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ニューの短冊だ。豊富な居酒屋メニューが酒飲みのツボを刺激する。

ランチの人気メニューは「お刺身定食」「生姜焼きと唐揚げ定食」な

03-3444-2117

港区白金台2-12-19

月～金曜ランチ 11:30～14:00(L.O.13:30）
ディナー 18:00～23:00(L.O.22 :30)
土曜 不定休

店主 佐藤隆さん
さ とうたかし

メニュー　予算 ランチ850円～、
ディナー4,000円～〈税抜〉

日・祝日

https://tabelog.com/tokyo/A1316/
A131602/13158751/

休

魚介類をはじめとする厳選された食材が集結。
豊富な居酒屋メニューが魅力。

19MAP

インテリアは
ご主人自らDIYした

落ち着く雰囲気と
多彩な料理で酒がすすむ

Shop Info

日本各地の銘酒を
厳選して用意

心温
こ      はる

16MAP
美容・理容 サービス販売 飲食 医療

たかし

MAP ジャンル 店名 住所 TEL 開店時間 定休日

1 販売 アカビシ薬局 108-0074
港区高輪 3-10-38 03-3441-8092 9：00 ～19：30

水曜 9：00 ～18：00 / 土曜 9：00 ～13：00 日・祝日

2 販売 君塚食糧販売所 108-0074
港区高輪 3-7-9 03-3441-1938 7：30 ～18：00 日・祝日・

第 2 第 4 土曜

3 販売 ZaCca 品川店 108-0074
港区高輪 3-10-7 1F 非公開 月～金曜 11：00 ～19：00 土・日・祝日

4 販売 CHOCOLAT 
L'ECHEVIN

108-0074
港区高輪 3-10-5 03-5422-9763 11：00 ～19：00 月・日曜

5 販売 （有）高輪住宅 108-0074
港区高輪 3-14-27 03-3442-5296 10：00 ～18：00 日・祝日

6 販売 升本酒店 108-0074
港区高輪 3-9-13 03-3441-0359 10：00 ～ 20：00 日・祝日

7 販売 丸屋工芸 108-0074
港区高輪 3-7-13 03-5789-4970 10：00 ～18：00 不定休

8 美容・理容 理容室カンダ 108-0074
港区高輪 3-9-6 03-3445-6972 9：00 ～19：00 月・

第 2 第 3 火曜

9 飲食 牛貴族 高輪道場
108-0074
港区高輪 3-11-5 
ビューハイツ 201 号

03-3440-7300 17：00 ～ 23：30（L.O.23：00） 年末年始

10 飲食 菊寿司 108-0074
港区高輪 3-9-11  2F 03-3441-8891 11：30 ～13：00、17：00 ～ 22：00 日・祝日

11 飲食 そば処 蔵乃家 108-0074
港区高輪 3-10-3 03-3441-4369

月～金曜 11：00 ～ 20：00（L.O.19：50）
土曜 11：00 ～19：00（L.O.18：50）
祝日11：00 ～14：00（L.O.13：50）

日曜

12 飲食 酒飯亭にいおか 108-0074
港区高輪 3-7-14 03-3444-6228 月・水・金・土曜 17：30 ～ 23：00

火・木曜 11：30 ～13：30、17：30 ～ 23：00 日・祝日

13 飲食 TRATTORIA LA 
ETERNA

108-0074
港区高輪 3-9-16 03-3440-0707

火～金曜 ランチ 11：30 ～14：00（L.O.14：00） 
ディナー 17：30 ～ 21：30（バーフロアは L.O 
24：30）土・日・祝日 ランチ 11：30 ～15：00 
ディナー 17：30 ～ 21：30（L.O.21：30）
※予約無しの場合ディナー18：00 オープン 土・
日・祝日のランチは12：00 オープンの場合あり

月曜

14 飲食 鉄板焼 円居 
-MADOy- 品川

108-0074
港区高輪 3-10-3 
アクア高輪 2F

03-5793-8088 月～土曜 17：00 ～ 23：00
（L.O.22：00、ドリンク L.O.22：30） 不定休

15 飲食 弁当みずしま 108-0074
港区高輪 3-10-36 03-3440-2241 月～金曜 10：30 ～14：00 土・日・祝日

16 飲食 心温 108-0071
港区白金台 2-12-19 03-3444-2117

月～金曜 ランチ11：30 ～14：00（L.O13：30）
ディナー18：00 ～ 23：00（L.O22：30）
土曜不定休

日・祝日

17 サービス ANYTIME FITNESS 
高輪台店

141-0022
品川区東五反田 4-7-20 
相生ビル1F

03-5795-2638
施設利用 24 時間　
受付 11：00 ～19：00 
土・日・祝日 10：00 ～18：00　

ジム無休
（月曜はノース
タッフ）

18 サービス K 港ステーション 108-0071
港区白金台 2-23-4 03-3444-1733 24 時間受付 無休

19 サービス 株式会社コントラクツ 108-0074
港区高輪 3-10-7 1F 03-6409-6545 9：00 ～18：00 土・日・祝日

20 サービス 高輪台郵便局 108-0074
港区高輪 3-10-2 03-3441-9854

月～金曜 郵便窓口 9：00 ～ 17：00、
貯金窓口・保険窓口 9：00 ～ 16：00　
※ ATM 利用時間 月～金曜 9：00 ～ 19：00、
土・日・祝日 9：00 ～ 17：00

土・日・祝日

21 サービス 田中セレモニー 108-0071
港区白金台 2-25-5 2F 03-5798-7711 24 時間受付 無休

22 サービス BRIDARIUM MUE 本店 108-0074
港区高輪 3-7-6 03-5798-2611 10：00 ～19：00（最終受付18：00） 水曜

23 サービス 鍼灸院 リラクスラボ 108-0074
港区高輪 3-10-7 1F 03-6712-9939 月～木曜 10：00 ～ 21：00（最終受付 20：00）

土・祝日10：00 ～18：00（最終受付17：00） 金・日曜

24 サービス 税理士法人ユープラス
108-0074
港区高輪 3-10-2 
グラスプラス高輪

03-6450-4657 月～金曜 9：30 ～18：00 土・日・祝日

25 医療 西辻歯科医院 108-0074
港区高輪 3-9-4 03-3445-8548 月～金曜 9：30 ～13：00　14：00 ～18：30　

土曜 9：30 ～13：00 日・祝日

店舗一覧高輪台商店会 販売 美容・理容 飲食 サービス 医療

白金高輪商店街 BOOK　高輪台商店会　令和 2（2020）年3月発行

編集・発行　港区高輪地区総合支所協働推進課
港区高輪一丁目16番25号　電話03-5421-7611（代表）　http://www.city.minato.tokyo.jp/

刊行物発行番号　31278-2235

2020 年 3月現在

30



白金

白金台

高輪

三田
4・5 白金高輪
商店街BOOK港 区

T A K A N A W A  A r e a  S h o p p i n g  D i s t r i c t  B o o k

白金商店会
白金北里通り商店会

魚らん商店会

高輪泉岳寺前商店会

プラチナヒルズ商栄会

白金プラザ会

高輪台商店会

高輪台商店会
住所：東京都港区高輪3丁目
http://www.takanawadai.net 高輪台商店会

高
輪
台
商
店
会
へ
よ
う
こ
そ

イベント＆店舗紹介マップ

二本榎通りの南端、かつての猿町。

白金児童遊園は春には 桜が花開く、華やかな雰囲気の商店会。

メリーロード高輪商店会




