
魚らん商店会

街巡りお散歩コース 魚らん商店会を楽しむモデルコースをご紹  介！
どこか懐かしく散歩するにもちょうど良い  この街はなんでも揃って結構便利かも！？

最近引っ越してきたニューファミリー。今日は買い物ついでに子どもと一緒に商店街を  散策！

とりあえず売り切れ必至のクロ
ワッサンを購入！パパも娘も
好物の一品をゲット！

週末のお呼ばれに着物で伺うのに、履物
を物色。花尾の調整もしてもらい大満足
なお買い物！

遊具がたくさんあって娘も楽しそう！私
も一緒にアスレチック感覚で楽しん
じゃお！ 公園で遊んだ後はちょっとブレイク

タイム。おいしいコーヒーで一休み。

家事でお疲れ気味だった手にご褒
美を。ネイルとハンドケアでリッチ
な時間を過ごせそう！

帰りはピーコックでお買い物。今日の
晩御飯は何がいいかな？

今日は夕方取引先で商談からの直帰。予想外に早く終わりそのまま商店街へ寄り道。

しっかりと味噌の風味を生かし、刺激的
な辛味の中に濃厚な味噌の味わいを
楽しめるピリ辛味噌 オロチョンラーメン
がお気に入り！

趣味の古本集めにうってつけのお店
を発見！現在の本から昔の本まで
ラインナップは予想外に充実！

週末の海釣り用に仕掛けを物色。フレン
ドリーな店長さんに詳しく仕掛けをレク
チャーしてもらい、週末の釣果を想像して
ニンマリ！

疲れた体をリフレッシュ！整体師の
免許を持つスタッフによる確かな施術
で疲れをほぐしてもらえます！

ここは大好きな日本酒のラインナップが
充実！地酒を呑みながらの落ち着いた
ひと時に、仕事の疲れも癒されるなぁ。

サラリーマン編

ファミリー編

亀田屋はきもの店

だるま公園
シュネー・ユール

ピーコックストア 高輪魚籃坂店

味噌や 魚らん坂
小川書店

竜雲つり具店

指圧マッサージ治療院 こりふじ

Dining Bar GONZO

七輪で焼く、その日入荷した
新鮮なホルモンとビールで
乾杯！とにかくモツが新鮮！

楽しい時間はあっという間！
魚らん商店会はのんびり楽しめる！

魚らん商店会を堪能の一日！

お目当ての

クロワッサンを！ 子どもが飽きたので

公園に

とりあえずは

小腹を満たしに。
さっそく商店街へ！

ちょっと

リフレッシュタイム！

２軒目にGO！
そんなこんなで
日も沈み…

ここらで

ちょっと一息

ホルモン道場どんどん本館

メゾンカイザー白金高輪店 15
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アイビKAN

人気漫画
を読みな

がら

順番待ち

大好きな
野球選手

の

サインボー
ル

趣味は広く
、

戦闘機も
ズラリ

店主のことば
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R・DRESSER

手作りアク
セサリーも

販売中

かわいらし
く飾られた

入口前

店名にアイビーを使うように。私も本店に倣い、アイビーの館を

意味する【アイビKAN】にしました」と由来を説明する。現在、力を

入れているのが訪問理容だ。老人ホームから個人宅まで出張

サービスを行っているが、同店は港区の理美容サービスの認定

理容室でもあり、「もっと活用してほしい」と勧めている。

　2019年1月、創業から20年目に入るのが理容室【アイビKAN】

だ。店主の西原義雄さんは麻布の生まれで、自身の店も白金、

高輪、そして三田と地元を中心に置いてきた。麻布には1818年

創業、現存する日本最古の理容室「麻布I.B.KAN」があるが、

【アイビKAN】はその分家。「先々代の名字がツタヤで、そこから

ベテランス
タッフが

安心・満足
の対応

店主のことば

に最適なスタイルを提案していきたい」と話す。その居心地の良

さは男性をも魅了し、「お客さまの2割は男性なんですよ」と片谷

さん。そして日々、付き合う髪だからこそ大切なのは「お客さま自

身でスタイリングしやすいこと」と、ベテランスタッフの技術で再

現性の高いヘアスタイルを提供し続けている。

　美容院の男性スタッフが苦手という女性は意外に多いも

の。そこで2009年、片谷理香さんがオープンしたのが、女性スタッ

フのみで構成された【R・DRESSER】だ。「“こんなお店を探してい

ました”というお声をいただきます。女性同士だからわかることも

話せることもある。そんな気兼ねのない会話のなかから、その人

　不思議なのが【アイビKAN】の店頭にドンと置か
れているタイヤ。太さや形状から、レース用の
スリックタイヤとわかる。西原さんの趣味はスポーツ
観戦。「F1をはじめとするモータースポーツが大好き
でそれがご縁で置いています。スポーツは野球、
ゴルフ、サッカー、バスケやラグビーも好きです

ね」と次々に好きなスポーツが飛び出してくる。同店
のホームページには「サッカー、野球、F1全ての
スポーツを応援する床屋SUN」として、サッカーや
野球、モータースポーツの感想を書き込んでいる
のだが、生観戦は高校野球専門なのだとか。「（理容
業界は）月曜日が休みですから、土日の観戦が難

しいんです。なので神宮で地区予選を観戦して
います」と少し残念そうだ。お客さまとの話も
スポーツが中心になっているそうだが、レース用
タイヤが置かれたご縁について
は、髪を切りながら西原さんから
直接聞いていただきたい。

　現在、【R・DRESSER】と姉妹店【I・DRESSER
（アイラッシュサロン）】を経営する片谷さん。これ
からの展望を尋ねると、「次はネイルサロンを
開きたいと考えています。３店舗が同じビルに
入っていて、それぞれお店がフロアごとに分かれて
いる、そんなビューティサロンにしたい」と話す。

それが叶えば、ぜひ同時に設けたいと考えている
のが託児所だ。「サロンにいる間だけでもお母さん
業から離れて、ゆったりと過ごしていただきたい
んです」。そう考える理由は片谷さん自身が現在、
育児の真っ最中だから。経験しているからこそ、
女性の時間を豊かにすべくサポートしたいと考え

ている。そして預かりたいのはスタッフの子ども
も同様だ。「美容系の業界では、小さい子どもが
いる方が仕事を続けることは容易ではないん
です。私も含めて、仕事と子育てが
両立しやすい環境にしたい。
それがいまの夢です」。

03-3442-5852
東京都港区三田5-16-12（MAP　）
9:00～19:00

月曜、第1、3火曜
http://ibkan.blog76.fc2.com

休

店主 西原義雄さん
にし

カ ン アール ド レ ッ サ ー

はらよし お かた や り か

Shop Info

メニュー　カット2800円、シャンプー＋カット＋
シェーブ4200円、ヘアカラー＋2000円～、パーマ＋
3000円～

03-5422-8144
東京都港区高輪1-1-12 松島ビル1F（MAP　）
平日・土曜10：00～20：00、日・祝日10：00～19：00

火曜
http://r-dresser.com/

休 メニュー　カット5500円、フルカラー6000円、
パーマ1万1500円～、ヘッドスパ3500円

店主 片谷理香さん

P.5-6（MAP　）19 P.5-6（MAP　）20

19 20

Shop Info

会話の積み重ねでなりたい髪型へ。

スタッフは女性だけの隠れ家的サロン。

三田の地で、地元とともに２０年。

これからも地域をサポートできる理容店へ。
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先代が開いた魚 の地で時計を商って４５年超。

見ていて楽しい品揃えに時間を忘れてしまう時計店。

上田印章店

風水にの
っとった

会社用印
鑑

かめがや時計店

手で彫るからこそ、本当の安心を手に入れられる。

創業８５年超の老舗が日本の文化である印章を大切に守る。

店主のことば

た何本もの彫刻刀を使い、幾種類もの文字を操り、ハンコに仕上

げていく。「コンピュータで作られたハンコは同じものが何本も

できるということ。それでは安全とはいえません」と警鐘を鳴ら

し、手で彫ることで生まれる“唯一無二”の大切さを語る。「ハンコ

は日本の伝統文化です。大切にしてほしいですね。」

　1930年創業、現在は三代目である上田照彦さんが【上田印章

店】を守る。「港区は官庁も多く、またこの辺りは小さな工場も

たくさんありましたから、需要もあったんだろうと思います」と

初代が創業の地に選んだ理由を推察する。上田さんは50年以上

のキャリアを誇り、作ったハンコは1万本超。自分仕様に手を入れ

　「大型バイクや写真など、趣味はいろいろあった
けれど、ずっと続いているのはジャズ」と満面の
笑み。鉄道マニアには見鉄、乗り鉄など、楽しみ方に
名称があるが、上田さんの場合は“録りジャズ”
だ。1960年代からオープンリールデッキを持って、
メーカーが主催する録音会にも足繁く通い、その

後は自身で録音会を行ったりすることもあった
とか。レコードやCDでは飽き足らない理由を「同じ
演奏では飽きちゃうでしょ。いつも新しい音で聞き
たいとなれば、録るのが一番」と話す。ゆえにコレ
クションを誇るタイプではなく、本当に音がいい
ものと演奏が素晴らしいものだけを厳選。持って

いるレコードやCDは「少ないですよ」と謙遜する
一方で、自ら録音した音は大切にしている。ジャズ
で好きなジャンルはスイング。もち
ろん、いまなお“録りジャズ”の道を
歩み、“現時点の最上の音”を
探し、録音し続けている。

03-3441-6800
港区三田5-16-12（MAP　）
10：30～20：30（土11：00～19：00）

日曜・祝日
http://uedainshou.blog88.fc2.com/

休

店主 上田照彦さん

店主のことば

腕時計（非売品）が並び、亀ヶ谷さんがつくる自然をモチーフに

した置時計も見事。また、亀ヶ谷さんが手作りしたという什器も

素晴らしく、居心地よく、そして楽しい店だ。その楽しさは子ども

たちが一番わかっているようで、閉店時のショーウインドウに

子どもたちの手の跡を見つけることも多いそうだ。

　1世紀を超える歴史をもつ【かめがや時計店】の三代目、亀ヶ谷

茂さんが祖父の代から続く時計店を継いだのは大学を卒業して

すぐのこと。魚籃の地に店を開いた父の病がきっかけだ。以来、

45年超のキャリアを誇り、時計修理のプロとして、大きな時計や

古い時計の修理に力を入れている。店内にはマニアも驚く希少な

　亀ヶ谷さんの趣味は、中学校のときから一貫して
スキンダイビング。「網ひとつで熱帯魚を追いかけ
ています。なかでも（伊豆諸島のひとつ）式根島に
は毎年夏に欠かさず行っていて、もう50年以上に
なるかな。あそこの海にはフィリピンや沖縄から
黒潮に乗って、珍しい魚がやってくる。海のなかは

いつも新鮮で、本当に楽しい」と満面の笑み。その
一番の魅力は魚との１対１の駆け引きなのだとか。
大切にするのは自然との共存。だから亀ヶ谷さん
はボンベを背負っては魚に対してアンフェアだと
考え、自分の呼吸だけで魚と対峙する時間を大切に
している。【かめがや時計店】には小さな水槽が

ひとつ置かれているが、ここに夏の成果が見られる
こともあるそうだ。「潜っていると、神様からの
贈り物だと思う経験をすることがあり
ます。そうすると、また来ようと
思っちゃいますね」。亀ヶ谷さん
は夏を心待ちにしている。

03-3441-8713
港区三田5-20-10（MAP　）
10：30～20：00（祝日は12：00～18：00）

日曜
http://kaikamegaya.com/tokei/

休

店主 亀ケ谷茂さん

オリジナル
の

開運吉相
印を用意

手になじん
だ

彫刻刀

揺り木馬を
見守る

カエルの
置物

キュートな
小物も

充実の店
内

非売品と商
品が

混在のケ
ース

P.5-6（MAP　）2 P.5-6（MAP　）4

2 4

Shop Info Shop Info
うえ

しょううえ だ いん てん てんけいと

かめが やしげるだ てるひこ
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