あの人︑今月
お誕生日です︒
Jingumae 2chome Shimbun
神 二で暮らす、働く、遊ぶ。地元メンバーが届ける、
超地域限定フリーマガジン。今回は「神宮前二丁目商和会マップ」の
リニューアルを記念して、商和会のお店を大特集 !
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FREE
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2015年 10月

ガチ
で
回っ 43カ
てき 所
た!

「神宮前二丁目
商和会マップ」
リニューアル
記念 !

カット台の上に並べた
バイクの模型は
フリマで買った一点モノ

62 marieさん
7日生

64 島田さん
24日生
取材 File01

編集部
松村

宮﨑

田村

神二の
に
突撃取材しちゃいました
お店

ビル

39 別所さん
5日生

お誕生日の人は ?

38 細谷さん
28日生

お店の人にとっては、誕生日だって
いつもと変わらない営業日。
だからこそ声を大にして言おう、
心からの「おめでとう」!

会社

この街にある、神宮前二丁目商和会という商店街組合。

10月

23 和田さん
4日生
店主は「ワイン大好き人間」
。
そのセレクトに
妥協はありません!

18 髙𣘺さん
28日生
スタッフはミュージカル俳優、
留学生、元プロのドラマーなど
個性豊かなメンバーぞろい

38 ヘアーサロン
フレンドリー
うちはこんな店 ヘアカッ
ト、パー
マ、カラーはもちろん、ヘッ
ドスパ、
フェイスエステ等、老化防止、
若返りメニューが好評です。

スタッフの中には、
普段はステージに立つ
よしもとの芸人も!

一体どんなメンバーが参加してるのか?

64 T.SHIZEN

編集部は、商和会のマップリニューアルにかこつけて、
加盟店への飛びこみ取材を決行。計74店のうち、

43のお店・ビル・会社の人たちから直接お話を聞くことができました。
さらに、
「10月生まれ」
「新人さん」など、
共通点をもとに勝手にグループ分け。商和会が行った
アンケートに寄せられた、加盟店からのコメントも紹介します!
2

取材・文・撮影＝松村小悠夏、田村美沙紀、宮﨑玲子 イラスト=宮﨑玲子

39 La Cantina BESSHO 62 シェア・デザイン
（HETCHINS COFFEE&
RECORDS）
うちはこんな店 3,000種類12,000
本、都内随一の在庫を誇るワ
うちはこんな店 都内に600室の
イン専門店!「ワイン・ジャング
シェアハウスを運営。1階はコー

（有）
別所商店
この番号は「神宮前二丁目
商 和 会マップ 2015 → 2016」
内の番号と対応しています。
番号の色は、エリアによって
変えています。

ル」みたいな店ですが、怖い
物見たさ?にお訪ね下さい。

ヒーとレコードのお店です。夜は
ビール・ワインを楽しめます!

18 もつなべ 旦過
うちはこんな店 もつなべ、焼き
鳥を中心とした九州料理を提供
しています。鮮魚は九州直送。
九州ならではの魚を仕入れてい
ます。2Fは掘りごたつテーブル
で25名様まで入れます。

23 丸屋 そば店
店主のおすすめ 日替セッ
ト¥900。

3

私たちも新人!

宮﨑

毛深いスタッフいませんか?

新人さん、名乗りを上げよ!
入社1年未満のニューフェイス。
神二の未来は君たちにかかっている !
今年の
8月に入社
しました

モフモフで癒やしてくれる、有能なスタッフたち。
（忙しいときは前足を貸してくれるとなお良し）

大学では
コンテンポラリー
ダンス専攻。180度
ラクラク開脚できます!

67 ムッシュくん
63 F/PLOT

65 gleen natural

飼い主・船津さん

31 ジンくん
63 アズキちゃん&

store tokyo

43 la jeune Boutique
うちはこんな店 インポー
トブランドを中心
にセレクトしているお店です。ライトブ
ルーの扉が目印のお店はまるでフランス
の街角にあるような雰囲気です。

桐生さん

ヨゴロウの
カレーが
大好きです

神二に来て12年目。
お酒好きの夜の集い
「神二サーフィン（※）
」
参加メンバーです

取材 File03

田村

特集 神二のお店・ビル・会社に突撃取材

取材 File02

福田さん

うちはこんな店 オーガニックフードやハン
ドメイ
ドの食器、天然成分の石鹸やキャ
ンドル、様々な端材を使った小物など、
デザインと品質にこだわった生活雑貨を
［価
世界中からセレクトしたショップです。
格］天然木の食器500円〜/植物由来
の石鹸600円〜/オーガニックコーヒー
1,000円〜など。

クラくん

うちはこんな会社 テキスタイル
デザイン（主にprintのデザイ
ン）を中心に活動しています。
年間1,000 柄ほどのオリジナル
デザインを発表。定期的に展
示会を開催し、アパレル等の
皆様に御好評頂いています。

30 リュウくん
60 鉄くん&
すずちゃん

福田さん

持田さん

親方の
魚さばきに
憧れてます

67 ヘッドセラピースパ
「マチュピチュ」
46 眞吉本店
53 MAIDENS SHOP
うちはこんな店 インポー
トブランドを中心

に、国内外のブランドをセレクトしていま
す。歴史あるファクトリーブランド、また
古きよき時代にインスピレーションを受け
た現代のアイテムとMIXしたスタイルを
提案しています。

4

平沢さん

ロドリゴさん

うちはこんな店 毎日、新鮮な魚が旨く
て仕方がない店「魚まみれ 眞吉」
です。月〜金曜は日替わりメニューでラ
ンチも営業してます。お一人様から多
人数様、お座敷も有りますのでお子様
［価格］日替わり
連れでも大歓迎です。
ランチ800円/刺身単品580円〜/刺身7
点盛（1人前）880円。

飼い主・奥山さん

飼い主・ジェイミーさん

60 ポット出版／
スタジオ・ポット

うちはこんな店 毎週月曜日おに
ぎり・サンドイッチ30円引セール
をやっています。ぜひご来店くだ
さい。

うちはこんな店 グアム島出身マ
スタージェイミーのお店。なんと3
杯飲むと4杯目はサービス! 看
板犬の「ジン」に会えるかも!?
英語、ワンちゃんOKですヨ!

うちはこんな会社 「神宮前二丁
目新聞」作ってます。会社が
入っているマンションのエントラ
ンスでも、新聞を配布してまーす。

30 ヤマザキショップ原宿店

31 アフターサヤック

飼い主・佐藤さん

うちはこんな店 メディカルレイキ
ヒーリングをとりいれた世界初の
ヘッドヒーリングスパサロン。
オーナーの大村浩子は、一般
社団法人メディカルレイキ統合
医 療 学 会 理 事 長で、エネル
ギー療法の第一人者です。予
防医学として、美容目的として
…様々な目的で各界著名人の
方々にご支持を頂いております。

※「神二サーフィン」とは…居酒屋 味人 に始まり、 アフターサヤック まで、商和会のメインストリートを北上して呑み歩くこと。
参加メンバーは、デザイナー・美容師・不動産業とバラエティに富んでいる。

5

ジャンルは違えど、音を愛する心はひとつ。
音楽と神二に国境はない。

演歌大好き!

伊藤さん
新井さん

サザン最高!
夏のドライブには
欠かせません

6

36 date. デイト
うちはこんな店 ビオワインとウイス
キー、楽しい音楽と良品質のおつ
まみ、時々、提携農家から直送の
［価格］生
野菜たっぷりの軽食も。
ビール（ハートランド）600円〜/グラ
スビオワイン600円〜/おつまみ300円。

1（有）
リッツウエル
うちはこんな会社 千駄ヶ谷、神宮前を

中心に地域密着型の不動産会社です。
賃貸・売買・建物管理、土地活用等、
不動産のことなら何でもご相談ください。

1970年代のアメリカ音楽が好き。
昔はイーグルスのコンサートに
行ったりしてました
渡辺さん

6名様に歯ブラシプレゼント!

︶
の真上!

俺は
ロック派
だけどね〜

Mさん

年賀状のデザインも
やっているサトプリさん。
干支の模型はMさんが
紙粘土で作ってます

山本さん

うちはこんな店 洋書専門のブックカフェ。
ファッション・アート・音楽などビッグタイ
トルからレアでマニアックな一冊まで、
ジャンルを問わず様々にセレクトした洋書
を販売しています。併設のカフェではボ
リューム満点のランチやオリジナルブレン
［価格］
ドコーヒーをお楽しみ頂けます。
チキンオーバーライス1,000円/ガーリック
シュリンプ1,000円/コーヒー450円。

21 神宮デンタルクリニック

なんと!「取材頑張ってね」と
編集部に歯ブラシを頂きました。
せっかくなので読者プレゼント。
先着6名様に差し上げます!
応募は裏表紙記載の
「問い合わせ先」へ電話かメールで。

P3
38

61 Books BUNNY

アメリカ音楽が好き。
ブルース・スプリングスティーンの
国立代々木競技場のライブ
最高でした!

片田さん

今年の7/10に
オープンしたばかりのバー。
時々店内にDJを
招いています

ヘアーサロン
フレンドリー
︵

音楽好きな人集まれ!

テクノサウンドが好き。
店内では1960〜70年代の
音楽をラジオで
かけています

特集 神二のお店・ビル・会社に突撃取材

取材 File04

音楽をやっている
友人がたくさん!
2〜3カ月に一度、店で
貸し切りライブやってます

岡田さん

69 佐藤印刷
（株）
サトプリ
うちはこんな店 設立42年の佐藤

印刷（株）直営店「街の便利
屋さん」
。飲食店さん、アパレル
さんのチラシ・DM印刷、セルフコ
ピー。出力は色がとても綺麗です。
企業の大量印刷も、個人の少部
数印刷も、何でもご相談ください。

32 ポピーズ
33 ありんこ
店主のおすすめ ボリュームがある定食!
［価格］メンチカツ定食980円。

うちはこんな店 創業1979年。レーザー
ディスクやレコードが充実しています。
ノーチャージのお気軽なお値段。ワイ
ン、焼酎、充実しています。

7

取材 File06

狙え! 神二のエース

血液型は職業を左右する?

学生時代にやってたスポーツを聞いたら、バレーボール経験者を5名発見!
「チーム・神二商和会」結成も夢じゃない?
中学・高校とバレー部。
182cmの長身を
活かしてました

レシーブは
お任せを!

平野さん

ポジションは
レフトでアタッカー。
中学の友達と集まって
今でも練習してます

社員5人中
3人が元バレー部!

池田さん

古瀬さん

15 トゥルナージュ
神宮前店

森田さん

35 オア・グローリー
神宮前店

編集部
田村

宮田さん

うちはこんな店 創 業 20 年のア

パレルメーカー オア・グロー
リー 本店です。

2 vineria HIRANO

うちはこんな店 イタリア郷土料理とワイン
のお店。常時、約60種類のワインをグラ
スでご用意。ドアを開けるとそこは別世界。
最高の音楽とワインを楽しめる、イタリア
のサロンのような店内です。手打ちパスタ
や手作りのパンも目白押し。アラカルトで
［価
もコース料理でもその日の気分で。
格］グラスワイン648円〜/ワインを3グラス
含む、3品のお皿とワインのセッ
トメニュー
。
5,800円ほか（Tax、サーヴィス込）

8

13 CORBO.
Works&Shop
うちはこんな店 皮革製ステーショナリー、
お財布、鞄などを制作、販売しています。
CORBO.唯一の直営店は、神宮前二丁目
に店を構えて10年になりました。CORBO.
の皮革製品は、全て「Made in Japan」
です。製品のオイルメンテナンス、修理な
どのアフターケアはいつでもお気軽にご利
用頂けます。

毎週月・火・金・土は
プロを目指す人向けに
パン教室開催中!

とにかくいろいろ聞いてみよう!と思い、お店の人に血液型まで
聞いちゃいました。血液型と職業の関連を見つけるには取材及ばず…。

手塚さん

ヴィネリアヒラノ

特集 神二のお店・ビル・会社に突撃取材

取材 File05

4 BALANCE STYLE

奥谷さん

うちはこんな会社 サッカー選手
のマネジメント会社。柿谷曜一
朗選手はうちの事務所に所属
してます!

28 千駄ヶ谷クリーニング
うちはこんな店 1 点、1 点 丁 寧

に仕上げをしております。是非
ご来店お待ちしております。

うちはこんな店 体に優しい天然
酵母のパン屋です。日替わりで
いろいろなパンを焼いています。
自家製のレーズン酵母フランス
は、香りが良く噛むほど深い味
わいです。売り切れてしまうこと
が多いので、お早めにご来店く
［価格］ベーグル270円
ださい。
/サンドイッチ300〜400円。

商和会のイベントで
青空麻雀大会を
やりました

17 irodori/

カラフルステーション
うちはこんな店 築約 50 年の棟続きの一
軒家を繋ぎリノベーション。本格アジアン
、コミュニティ・シェアオ
ビストロ『irodori』
フィス『 FLAT 』
、多様性を発信するアート
ギャラリー『MoCA東京（THE MUSEUM
』 と、3 つ
OF COLORFUL ART,TOKYO）
のスペースを備えた複合施設です。気軽
にお立ち寄り下さい! ［価格］ランチ:日替
り880円など（税込）/ディナー:神宮前二
丁目フライドポテト780円（税別）など。

20 近藤サイクル

近藤さん

うちはこんな店 オー
トバイ・自転
車の販売、修理を行っています。

56 玉川屋
うちはこんな店 野 菜・果 物・

食料品のお店です。

70 ノザキテント

野崎テント商会

うちはこんな店 看板 、テン
ト、
室
内装飾等、御見積もり無料です。

野崎さん

9

編集部の心をあたためてくれたご近所エピソード集。

尾坂さん

入居を後押ししてくれた
ビルのオーナーのひとこと
原電ビルの1階を不動産屋に薦めら

一矢のダーツから
恋が始まるバー
お客さんの中には、FiGARO

ダーツ
も
恋愛相
談
お任せ も
を!

で出会って結婚した人も。
「ただのダーツバーじゃなくて、
コミュニケーションが生まれ
る場所にしたいよね」と語
る2人。

れたとき、尾坂さんは「家賃高いだ
ろうな…」と迷ったそう。そんな時、
「支払いは実入りがあってからでいい
よ」と言ってくれたのがビルのオー 59 美容室Ozaka
。以後16 うちはこんな店 女性達が集い、
ナー・佐藤さん（P12・57 ）
年間、変わらずこの場所で営業を続 求める美容室の魅力を大切に考
えた、本格指向の美容室です。
けている。

店の裏手に早稲田大学
陸上部の寮があったころ、
当時の駅伝監督が「学
生たちに好きなだけ食わ
せてやってくれ」と細谷さ 7 ほそ島や
んにお金を渡していたそう。細谷さん
「ほそ島や」のそばを食べ うちはこんな店 セットメニューありま
す。出前も受けています。
て成長した学生の中には、
あの瀬古利彦さんも。

左からケンちゃん、
シンさん

す。地鶏の刺身、もも焼き等、
南九州の料理と、こだわりの焼酎
［価格］地鶏
をお楽しみください。
の刺身盛合せ1,200円/地鶏のも
も焼1,200円/焼酎400円〜。

鮫島さん

子どもたちも
御用達の美容室

お客さんの中には、幼い
頃から通い続けている人
も。家の鍵を忘れた中
学生が、
「お母さんにか
けたいので…」と電話を 68 CURE キュアー
借りに来たこともある。
うちはこんな店 オープン14 年目!
は &
トー
モッ ホームス
ト
アッ &ピー
ラブ

10

俺も親方
みたいな漢に
なりたい!

うちはこんな店 ランチは野菜たっぷりのヘ
ルシーメニューから食べ応えのあるボリュー
ムメニューまで、美味しく飽きさせません。
夜のバータイムは、お酒もダーツもOK!
有名ダーツプレイヤーが在籍するダーツ
バーですが、皆で楽しめるアッ
トホームな
［価格］ラン
空間として営業しています。
チ:全メニュードリンク・スープ付で950円
〜/夜のバータイム:平均客単価2,000円
〜ド
/ リンク620円〜 ※ダーツは夜のバー
タイムのみ。ゲーム代1プレイ100円〜。

神宮前で生まれ、学び、育ち、
今は神二を支えている地元のお兄さんたち。

「サイイン」の名前の由来は
わが家の苗字「斎院」です

52 サイイン写真館

気は優しくて力持ち。
小学生を見守る「神二の親方」

50 FiGARO原宿H-14

どこの小学校出身?

斎院さん
（1987年度卒業）

スタッフの鮫島さんいわく、元・九州
一の暴れん坊という親方。ただし懐
「き
のデカさはピカイチ。週1ペースで
ばいゃんせ」に通う島田さん
（P11・24
）
は、お子さんに「何かあったらここ 12 霧島地鶏 きばいゃんせ
に逃げ込めよ」と教えるほど、頼りに うちはこんな店 鹿児島、宮崎の
地元の食材と焼酎にこだわってま
しているそう。

!!

特集 神二のお店・ビル・会社に突撃取材

ちょっとイイ話聞いちゃいました

取材 File08

そばも愛情も
大盛りで!

孫も
通ってます

ク
が
白衣 ードマー
トレ !
です

取材 File07

うちはこんな店 「人生の節目の
瞬間を記録として残す」大切な
仕事と心得ています。受験用
や証明写真、結婚や子供の
成長、家族の絆、これらを撮
影し続けて80年以上、3代目の
写真館です。

24 クリーニング シマダ

島田一弘さん
（1984年度卒業）
うちはこんな店 1950 年 創 業 の
老舗です。しっかりと、ていね
［価格］Yシャ
いに仕事します。
ツ230 円 〜 /スーツ上 下セット
。
1,500円〜（税抜）

「神二デザイン
プロジェクト」で
手がけたカード、
完成しました!

地域密着型美容室として頑張っ
ト&ブロー6,480
てます!!［価格］カッ
円/カット&パーマ14,040円〜/カッ
ト&カラー14,040円〜（税込）
。
芦澤さん

55 手打蕎麦 松永

松永さん
（1983年度卒業）

11

取材できませんでした…

あなたの 過去 を教えてください

現在はテナントビルやアパートを経営するオジサマたち。
けれど過去には別の姿があったようで…。

元・アパレルのバイヤー。
母はコシノヒロコがデザインした
服を製作。母の手伝いで、
オレもコシノさんの所に
通ってました

元・歯科技工士。
妻とは歯科技工士学校
で出会いました

元・中華料理店のシェフ。
このビルの1階で
中華屋やってました

看板は先代
の
父が彫刻しま
した

編集部の力量及ばず & タイムリミットにより、
今回は取材不足のところです。いつかお話聞かせてください !

和子さん

大友さん

51 まいばすけっと
神宮前2丁目商店街店

40 セブンイレブン
渋谷神宮前2丁目西店

6（株）
石惣
加藤石材工事

うちはこんな店 近くて便利、セ

ブンイレブン。

オーナーより 小さなワンルームのア
パートです。閑静な場所にあります。

取材 File 10

四国に縁のある人
いませんかー?

おばあちゃんが香川出身。
僕は店の前から
バイクで出発し、
四国を一周したことも

超個人的に、同郷のつながりを求めて。
（ちなみに九州出身者は5人くらいいました）
編集部上野
（香川出身）

藤田さん

71 ORGANIC TABLE
BY LAPAZ
うちはこんな店 2011年夏、
「家
のように使ってほしい」という思
いを込めて、 セカンドハウス
をコンセプトにオープンしました。
ライフスタイルで自分を表現する
色々なものが集まった空間です。
［価格］オーガニックMYサラダ
1,000円〜。

66 プチ・コーポ大友

原電ビル

42 ホワイトビル
29 江戸酒場 海
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53
14 スター美容室
54 神宮前 樋口

関口さん

佐藤さん

ビル名の由来は
もともと
「原宿電気屋」
57
があったことから

特集 神二のお店・ビル・会社に突撃取材

TIME UP!

取材 File09

72 第一勧業信用組合
千駄ヶ谷支店

26 第二渡辺ビル
27 第六渡辺ビル

41（有）
フジタフォート
うちはこんな店 デジカメで
撮ったどんな画像も、見た
まま感じたままの、みずみず
しいイメージ・色彩を忠実
に再現します。大切な写
真は形に残る銀塩プリント
で保管しましょう! スマホか
らもプリント出来ます。証明
写真BOXは24時間営業中。

37 ヨゴロウ

34（株）
アトリエ雅

8 lapalette
うちはこんな店 韓国で大人気の

セレク
トSHOP日本上陸第1号店!!

9 STビル

うちはこんな会社 アパレルメー
カーです。毎日、特別価格商
品をご用意しております。

うちはこんな店 カレー専門店で
す。チキンカレー、チーズ&エッ
グカレー、ポークカレーは、味を
ホウレン草かトマトか選べます。
ビンディ（オクラ）キーマカレー
もあります。
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DOGS, FISH,TURTLE in Jingumae 2chome

神宮前二丁目に住む動物

私の飼い主こんな人

取材・文・撮影 = 松村小悠夏、田村美沙紀

あたしの飼い主こんな人

アミちゃん
● 年齢…19歳

● 体重…4.2kg

● 犬種…トイプードル

数年前に獣医の先生から「プードルの
寿命は14〜15年」と言われたときは、
いつあたしが死んでも悔いがないよう、
絵まで描いてたの。でも、バンビーノ
がやって来てからあたしが元気になっ
たので驚いてるみたい。ちなみに、あ
たしは母さんの職場に「何もしま専
務」って役職で一緒に出勤してるわ。

● エサのレシピ…おから +
キャベツ + ラムの缶詰 + 小さ
じ1のオリーブオイル

● 年齢…7歳

銅さん

● 体重…3kg

● 犬種…チワワ

● エサのレシピ…アミちゃん

と同じ
●飼い主

大 橋 眞 美さん
輸入業

僕の飼い主こんな人
僕にとっては4人目の母さん。いつ

も夜更かししてるかと思えば、いき
なり「明日は早く起こしてね」って
言うし、健 康 面は 大 丈 夫なのか
なぁ ? それでもちゃーんと5時半
に起こしてあげる僕のことを忠犬だ
と思ってるはず…えっ、口うるさい
から親父みたいだって ? 失礼な !

● 年齢…5歳

● 体長…10cm

● 種類…モンキヨコクビガメ
● エサ…テトラレプトミン

● 体長…14cm

● 種類…和金（わきん）
● エサ…テトラコリドラス

●飼い主

福田一太くん

小学3年生

私がエサと一緒にうっかり指を噛
んでしまってから、翔生くんが直
接手からエサをくれなくなったの
がちょっと寂しいですね。千春さ
んは、CD をつくる仕事をしてい
ます。 最 新 作 の CD で は、当 初
ジャケットに亀の絵が入っていた
のですが、ギリギリで没にしたと
言っていました。残念。

●飼い主

浪久千春さん
レコード会社勤務

翔生くん

小学6年生
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● 年齢…7歳

私の飼い主こんな人

大橋さんが描いた
２頭の絵

バンビーノくん

ふじふじさん

一太は私の名付け親。体に富
士山みたいな模様があるから、
ですって。ずっと一緒に成長
してきたけど、私がこんなに
大きくなるとは思ってなかっ
たようね。最近は、私が流木
の隙間にはさまっているのを
見て面白がってるわ。そうそ
う、この場を借りて、一太に
ひと言。私のセリフを代弁す
るとき、おばさん声でアテレ
コするのはやめてちょうだい !

千春さんからハワイアンオムニバスCDを
先着1名様にプレゼント! 応募は
裏表紙記載の「問い合わせ先」へメールか電話で。
「ハワイアン・ヴォーカルの伝説」（5枚組）お問い合わせ先／03-5778-1715（テイチクエンタテインメント）
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T
l
a
hanks
i
c
e
p
S
読者のみ

なさま、ありが とうご ざ います

7月に発行した第2号では、創刊号をさらに上まわる反響をいただきました。
オープンしたばかりの Web サイトに投稿が舞い込み、編集部のテンションはうなぎのぼり。
15ページの動物コーナーに登場してくれた「ふじふじ」と「銅」の
飼い主さんも、第 2 号を見てご連絡くださった方たちです。
みなさま、ありがとうございました !

神宮前二丁目に引っ越したばかり。
チラシの中からこの新聞を見つけました。

頭はイカれてるけど腕はイカしてる。
そんなおじさん目指してます。

タロさん

alnicoTOKYO（美容院）／
神宮前2-18-7外苑ビル4F-A

「溜まったチラシを整理する中、何となくこの新聞だけは
捨てられずにいました」とのこと。本当に嬉しいです。
編集部もまだまだ神二を開拓中の身ですが、地元なら
ではの情報が届けられるよう頑張ります!

ローマへの愛に溢れた
可愛いお家 を昨年末にオープンしました。
Hostaria Casa Bella（イタリア料理）
神宮前2-3-30第2竹上ビルB1F

なにか手伝えることはありませんか?
青山加奈さん（神二にオフィスを構えています）
神二を「下町っぽくて面白いエリア」と言う青山さん。
神宮前二丁目新聞の超ローカルさを気に入って思わず
連絡しちゃいました、とのこと。ありがとうございます！

主人と一緒に企画案を考えてみました。
Iさん
神宮前二丁目新聞で見たい企画を7案も（！）考えて
送ってくださいました。次号以降、実現を待っててくださ
いね。ちなみにご夫妻は、第2号で登場した夜ザル・
カーリーちゃんの大ファン。カーリーちゃんに密着する「今
日のカーリーちゃん」の企画案も頂きました!
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神宮前二丁目が大好きで、
よく遊びに来ています。
岡本かおりさん

irodori、トゥルナージュ、クリーニングシマダの常連だと

開店前は神宮前三丁目のエリアを狙って
いたという、代表の澤田さん。けれど店
を構えたのは二丁目の、しかもエレベー
ターの無いビルの4F。
「扉を開けた
ら部屋が光で溢れていて、ここし
かないと即決した」のだそう。
地元のお客さんにももっと来
てもらいたいと、奮闘中です。

オーナーの越川さんが料理人になったきっかけは「カル
ボナーラ」
。15年に渡りカルボナーラを研究する中で1
つの完成形にたどり着き、ローマの郷土料理を中心とし
たお店をオープン。ちなみに編集部松村のイチオシは、
埼玉の自家農園で育った野菜を使ったお料理です。

いう岡本さん。犬を飼われているとのことなので、いつ
か動物コーナーにも出てくださ〜い!

Before

After
編集部・松村、行って来ました! 長年のパーマに
おさらばし、憧れのストレートに!

謎のお店 ボノボ を取材してください!

神宮前二丁目でオープンしてから7年目。
スタッフは女性オンリーのパワフル美容室。

Sさん

PlusLounge（美容院）／神宮前2-32-3 4F

「看板はリカリスイだし、お店の構造は謎だし…。近所
に住んでいるけれど、まだ一人で行く勇気が出ません」
とのこと。無茶ブリ取材依頼、待ってました!（潜入搜査、
せつさんもご一緒にいかがですか?）

人気の特製ラザニアは要予約でテ
イクアウトも可能! ランチは前日ま
での予約制です。

シャンプー台はエステのようなリラックス空間だったり、
果物やお花がいっぱいのドリンクをサービスしてくれたり。
女性がくつろげることに、とことんこだわった美容室です。
（男性のお客さんもいらっしゃいましたよ〜!）
取材・文＝松村小悠夏
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J i nguma

e 2 c h o m e De s i g n P r o j e
ct

インプロジェクト、強敵出現
ザ
デ
!?
# 003
神二
［

ボクたち神二姉妹の
前に現れた
謎のプロデューサー
「X」!

奥原スイーツ黒幕

プランナー

神やっこ

X さん

宮やっこ

神二姉妹
どんなことが人の心を動かしたり、
人の記憶に残ったりするのかを毎
日あれこれ考えている、広告会社
勤務のデザイナー・神やっことプ
ランナー・宮やっこ。この街のご
近所さん同士で、旅好き・美味し
いもの好き・男好きという共通点
のもと、クリエイティブユニット「神
二姉妹」を結成しました。恋人同
士でもなければ、血も繋がってない、
叶姉妹みたいなもんです（笑）
。
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文＝宮やっこ、写真＝小泉賢一郎

宮やっこ ▶こんにちは。神二姉妹の

宮やっこです。
（警戒の眼差し）
X ▶ちわ。神二姉妹ってなんすか?
神やっこ ▶この神二を、デザインで

もっと素敵な街にしようって
X

▶

神▶

生地やクリームに入れて。か
僕は見かけたことないけど?

▶

宮▶

X ▶ プロジェクトに参加していた

気軽に参加できる、スイーツ

Kurkkuは閉店、LAPAZは移
転、NATURAL LAWSON は

神▶

僕、甘いもの、嫌いなんだよね。

にしようって。

宮▶

!? それ早く言ってよ!

宮 ▶ なんと、発想も同じ!

コンビニドーナツ戦争に巻き

X ▶ ここに来て、スイーツ禁止（笑）
。

込まれ…。

Kurkku の正社員パティシエ
宮▶

かして外注を受ける仕組みも

X ▶ こらこら、まだ死んでません。

奥原スイーツは、ご臨終に…。

神二の名物を目指してたの。

フルスイーツを企画中で。

宮 ▶ そっか、思いは同じなんだぁ。

宮 ▶そしたら、誰かが既に真っ黒の

X ▶ まあね。俺は、この街のクール

程決めよ。

神▶

X ▶ コーヒーに合うスイーツを色々

X ▶ いいっすねー。やろ、やろ。

物づくり、興味のある方は、ぜひ

宮 ▶ ネェさん!

ご連絡を!

試した結論。コーヒーにはコー

良ければ、一緒につくらない?
黒と一緒じゃ、カ

店舗横断型の神二オリジナルの名

、神二を
フルな街
このカラ
めようと
染
に
黒
真っ
前か !?
のは、お
している

俺たち

自由が丘のパン、みたいな、

宮 ▶ もう…。じゃ、次の打合せ日

神 ▶ 実際には、美味しかった?

スイーツに対抗して、黒に…。

へー、おもしろそう。

全然

OK。黒にこだわりないし。

熱い思いは俺の胸に。

宮 ▶ やっぱり。僕たちのカラフル

の方が先だよ。月島のもんじゃ、

X ▶ なんすか? カラフル?

いいね、ワクワクする。

や無駄に豪華なキッチンをい

あ、俺の企画、奥原スイーツね。

X ▶ 何言っちゃってんの?

でも、ひとつ

条件が。

LAPAZの松田くんとアイデア

怪しいスイーツを売ってると…。
X

ラフルにならないじゃん!
神 ▶ 出会いが大事!

なり美味かった。

つくって。

いうユニットです。
個性豊かな神二向けに、カラ

ヒーだ !と。砕いた豆をケーキ

僕たちは、カラフル !（笑）

出ししたなぁ。小さな店でも

X▶
デザイナー

なイメージにあわせて、黒だ! と。
X ▶ 色んなカフェに話を聞いて、

名物がないなら、つくっちゃえ］

2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、
神二のグローバル & ウェルカムなローカルタウン化を目指すプロジェクト。
神二にしかない、神二らしい、神二名物の美味しい食べ物って何だろう?
そういえば、ないかも ? つくっちゃう? プロジェクト第二弾は、そんな何気ない会話から始まりました。

PROFILE

宮▶

2013年12月にスタートした店舗横断型の「OKUHARA SWEETS」
プロジェクト。神二周辺は、裏原宿の更に奥、ということで 奥原宿
とも呼ばれる。

下記の企画に参加してくれる方、募集します !

神宮前二丁目新聞に
出てみませんか ?

1

神宮前二丁目で暮らす人・
働く人・遊ぶ人なら誰でもOK!
「お店に新聞を置いてもいいよ」という
方からのご連絡もお待ちしています。

2

WEB サイトもあります
P2〜13に掲載した商和会
のお店の位置も、Google
MAP で公開中。
神宮前二丁目新聞

検索

編集会議にいらっしゃい!

神宮前二丁目新聞の公開編集会
議を決行予定。 制作に関わりた
い・裏側を覗いてみたいって方、
ご連絡ください。

神二カラフルスイーツ計画
今回より始動したデザインプロジェ
クト第二弾。あなたのお店からオ
リジナルスイーツを発信しません
か?（神二姉妹と一蓮托生!）

3 My Space for Rent

イベント
情報

4 1行個人広告

「バンドメンバー募集中」「家庭
教師やります」など、個人的な
広告を何でも。 50字以内で。

こちらもまだまだ募集中
● 神宮前二丁目に住む動物
● ◯◯に大変身 !
● 編集部に無茶ブリ取材依頼
● あなたのオフィス拝見し隊 !

「誰かに貸したいスペース」あり

第8 回 ビラ・セレーナ祭

ませんか? 空き店舗から壁面ス
ペースまでOK!

● ご近所さんに人生相談

●日時 2015年10月9日（金）
フリーマーケット➡11：30〜16：30
持ち寄りパーティー➡17：00〜20：00

マンション「ビラ・セレーナ」で行われるイベント
です。昼はフリマ、夜はエントランスでパーティー

●場所 神宮前2-33-18ビラ・セレーナ エントランス
●お問い合わせ スタジオ・ポット 沢辺 03-3478-1774

を開催。参加無料、入居者以外も大歓迎です。

STAFF DATA

神宮前二丁目新聞
編集部員の
「出身地」

埼玉県

田中美菜（WEB）

『キューポラのある街』
でわかってくれるのは、
ある程度上の年代の人
と出身者だけ。

東京都

松村小悠夏（編集）
神宮前二丁目新聞
発行▶ポット出版

静岡県

和田悠里（デザイン）
第3号

千葉県

宮﨑玲子（イラスト）

私は茨城にいる事が多
いので、ほぼ茨城県民
なのでは…と思ってい
ます。納豆好きだし。

石川県

松中権（編集）

東京都

新スタッフ
3 名追加!

田村美沙紀（編集）

11年前に地元でできた

オリジナル通貨を、札
幌や八重山諸島でも使
えると最近知りました。

奈良県

山田信也（デザイン）

2015 年 10月1日発行 13,000部 両面4C マットコート90kg

制作▶ポット出版、認定 NPO 法人グッド・エイジング・エールズ 協力▶認定 NPO 法人グッド・エイジング・エールズ

問い合わせ先 電話▶03-3478-1774

住所▶神宮前2-33-18ビラ・セレーナ303号室 メールアドレス▶ jin2shinbun@pot.co.jp

香川県

上野絵美（編集）

四国が水不足に悩むの
は、大量の水を使って
うどんを茹でる県のせい、
という説がある。

広島県

中田せら（編集）

