一 周 回って 、地元が いちばんおもしろい。

k i c h i j o j i - t i m e .c o m
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TAKE FREE

これから吉祥寺。
1

Photo／Eri Chiba

みよう

歩いて

いい道さんぽ

CHECK !

吉祥寺

吉祥寺時間公式 HPでも
紹介しています♪

大正通り Taisho-dori

A.ソリウッド
吉祥寺ショップ

B.アトリエニキティキ
吉祥寺店

C. ALLT GOTT

ホワイトアトリエ
バイ コンバース

A

大 正 通り
P

ソリウッド

吉祥寺ショップ

材木屋から受け継がれること 140 年。現在は無
垢材にこだわった家具の製造・販売を行っていま
す。店内には無垢材テーブルを多数展示、オー
ダー製作にも対応。ソリウッドの家具は相模湖の
自社工房で経験豊かな家具職人によってつくら
れています。相模湖工房では木工教室も開催。

藤村女子中学・高等学校

イラスト／和田 有里絵

武蔵野市吉祥寺本町2-28-3 2F
☎0422-21-8487
［営］12:30〜18:00 ［休］火曜・水曜

B

C

D

アトリエ ニキティキ吉祥寺店

ALLT GOTT

アライ屋

シャボン玉とテディベアがお出迎え。遊びのなか
で子どもたちの創造力を育むことができるヨー
ロッパ製の木製玩具を多数取り揃えています。愛
らしい玩具が並んだガラスケースはまるで美術
館のよう。大人も楽しめます。大切な方への贈り
物にもおすすめです。

スウェーデンとイタリアで修業を積んだシェフが
つくる本場の北欧料理レストラン。北欧産と国産
の厳選された食材を使い、日本人の味覚に合わせ
たジビエ・魚料理を提供します。人気のランチコー
スは全 5 品 2,000 円（税込）～。ディナーコース
4,500 円（税込）〜とアラカルトもございます。

昭和27年創業の昔ながらの駄菓子とタバコのお店。
週末になると駄菓子を買いに集まる子どもたちで賑
やかに。店の外からも見える昔懐かしい駄菓子やお
もちゃに、
思わず足を止めて立ち寄る大人も。三鷹の
ブルワリーで造られているクラフトビールも取り
扱っています。

武蔵野市吉祥寺本町2‐28-3
☎0422-21-3137
［営］10:00～19:00 ［休］木曜
※当面の間、10:30～18:30の時短営業をさせて頂きます。

武蔵野市吉祥寺本町2-28-1 2Ｆ
☎0422-21-2338（ご予約はお電話にて承っています）
［営］通常営業 Lunch 11:30～14:45（L.O.14:00）
Dinner 17:30～21:30（L.O .20:30）
［休］月曜・木曜 ※祝日の場合営業

2

武蔵野市吉祥寺本町2-14-2
☎0422-22-1313
［営］9:00～22:00 ［休］日曜、年末年始
※当面の間、21:00までの営業とさせて頂きます。

今回歩く大正通りは、街歩きが楽しい通りのひとつ。東急百貨店の近くに
は激戦区の吉祥寺にあって長く根付く飲食店が立ち並びます。センスフル
で人気の雑貨店も多く、藤村女子卒業生の壁画も通る人の目を楽しませて
くれます。吉祥寺の実力派ぞろいの道です。

至練馬区

E. 青雲堂

F. 八丈島 浜やん

吉祥寺通り

D. アライ屋

セブンイレブン マツモトキヨシ

吉祥寺大正通り商店会は、東急百貨店北
側の東西に延びる大正通りを中心に、南側
の昭和通り、そこに交わる南北の通りをも
含めた、
「東急裏」と呼ばれる吉祥寺でも人
気のスポットです。吉祥寺もチェーン店が
増える中、個性的なお店が街歩きを魅力的
にしています。
約 120 の商店会員の皆様の協力で昨年
街路灯を、今年 3 月には防犯カメラを新し
く更新し、安全で安心な街歩きが出来る様
にハード面の整備もひと段落つきました。
吉祥寺にお越しの際は大正通り商店会の
街歩きを是非お楽しみください。

り

吉祥寺大正通り商店会
会長 秋田 秀博 さん

藤村女子中学
高等学校

吉祥寺第一ホテル
月窓寺

東急百貨店
ユニクロ

至吉祥寺駅

吉祥

G. 東急百貨店

キラリナ

北口
寺駅

中央

線

G

F

E

ヨドバシ

青雲堂

八丈島 浜やん

東急百貨店吉祥寺店

昭和 14年の創業以来、高い技術で信頼されている
はんこ・篆刻の専門店。篆刻家としても活動し、労
働大臣賞も受賞されている店主の北村鐘石さん。
「美しい文字をより美しく、日々魂込めて彫刻して
います。実印・銀行印から落款印まで、何でもご相
談ください」

八丈島と沖縄の郷土料理の店「浜やん」
。人気は明日
葉の天ぷらや島寿司、新鮮な旬の魚の刺身。料理によ
く合う八丈島の焼酎も揃っています。八丈島と沖縄に
ルーツをもつ気さくなご主人とご家族の家庭的な雰囲
気も魅力。カウンター席では一人呑みも楽しめます。

今年 1月 2日、
屋上
「太陽の広場」がリニューアルオー
プン。ふかふかの人工芝生や転んでも安心なクッショ
ンフロアが広がり、小さなお子さまも安心して遊ばせ
ることができます。新スポット富士山ビューテラスから
は、驚くほど綺麗な富士山が！

武蔵野市吉祥寺本町2-14-1
☎0422-22-5948
［営］10:00～18:00 ［休］水曜

武蔵野市吉祥寺本町2-8-1 877ビル B1F
☎0422-22-0422
［営］18:00～23:00 ［休］月曜
※営業日、営業時間についてはお問い合わせください。
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武蔵野市吉祥寺本町2-3-1
☎0422-21-5111
［営］10:30〜19:00 ［休］無休
※営業時間を変更する場合があります。最新の情報はHP
にてご確認をお願い致します。

※新型コロナウイルス感染症対策として、営業時間の短縮や臨時休業の可能性がございます。

勝 又 木材、は じ め ま し た
■

Vo l .1

材
勝又木
今月の IC S
TOP

VIC 本社の本棚の場合

「大量の本を入れられる本棚が欲しかった。木のがっちりし
た極めて保守的な本棚」と手塚さん。自分で簡単な図面を
かいて1か月ほどで完成。思っていたよりたくさん入るそうで、

DIY 作 業 場 を 開 放 中（予約 制）

本の分類を考えながら本棚を整理中。他にも店の壁面にシ
ルクスクリーンを飾るための大きな額や、オリジナルテーブ

無垢材を税込 22,000 円以上購入すると、無料

約１６００mm

ルのユニークな脚など色々なものを作ってもらっているそう。

で作業場と工具を借りることができます。初回
には使 用工具のレクチャ―もしてもらえます。

勝又さんとの付き合いはもう 10年以

プロの手が必要な時は職人さんに作業をしても

上、おもしろい木がたくさんあるし何

らうことも可能（有料）

だかやすらぐね。勝又さんの敷地で蚤

shop data

の市をやっていてうちも出店したり。
これからもがんばってください。

約１１００mm

VIC代表取締役

約４００mm

手塚一郎さん

カフェスモール

武蔵野市吉祥寺本町 1-33-10 丸ニビル２F

☎ 0422-20-5979 ［営］12:00 ～ 18:30 ［休］水曜・日曜

青蛾茶房的

中国茶の世界

V ol .2

勝又木材有限会社
［事 務 所］吉祥寺本町1-36-9
［販売店舗］吉祥寺東町1-25-23
☎️0422-22-3801
［営］11:00～17:30［休］日曜、祝日

＿＿ 青蛾茶房とは ＿＿

一期一会の出会い、「中国緑茶」

無農薬×有機肥料／自然農法、しかも美味しい
中国茶の代表格は烏龍茶ではなく緑茶、というと驚かれる方
も多いかも。実は中国で最も飲まれているのは緑茶だそう。日
本の蒸し製法の緑茶とは異なり、渋みや濁りがなく、香り高く
清らかな旨味が特徴です
中国では大きめのグラスに直接茶葉とお湯を注ぐ淹れ方が
一般的。飲み頃まで待つ間、ほどける葉の美しさや湯色の変化
を楽しみ、好みの濃さでグラスから直接いただきます。半分〜
2/3 ほど飲んだら足し湯をして 3 〜 4 煎楽しむことができます。
青蛾茶房では中国国内でも貴重な手摘みの緑茶を今年も多
種ラインナップ。新茶が楽しめるのは春の短い間のみ。品種や
産地によって見た目も味わいも様々。
季節限定の味わいを楽しん
でみませんか。
発酵度： 強い
shop data 武蔵野市吉祥寺南町 2-2-4 SK ビル 3F

Bobinage
通信 vo l.1
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弱い

ミシンで、好きをつくる楽しみ
今年 100 周年を迎える蛇の目ミシン工業株式会社が運営する
ボビナージュ。最近のミシンは初心者でも簡単に扱えるように
る方に、気軽にワークショップに参加してもらえたら」と店長
の渡辺さん。初心者でも参加しやすいように、ワークショップ
で使う生地や糸、裁縫道具はショップでご用意。
ミシンを使って手づくりする楽しさを気軽に体験
することができます。

や工場を何度も訪れて学び、現地の栽培家の信頼を得
て唯一無二の仕入ルートを持ちます。そのため市場には
出回らない貴重な中国茶が多く、有名飲食店やホテルの
シェフが通うほど。
「美味しい中国茶を楽しんでほしい」と全ての中国茶の
試飲ができる喫茶では和菓子付きで 1,000 円（税込）
。
店主が説明してくれる奥深い中国茶の話
に思わず時が経つのを忘れてしまいます。

さまで

おかげ

9th Anniversary Event
3/30tue ～ 4/30fri

日頃の感謝を込めて 8種類のワークショップを開
催します。初心者も挑戦しやすい雑貨から、春に
ぴったりなワンピースなど多様なメニューをご用
意。他にも雑貨を￥2,200（税込）以上ご購入のお
客様にはハズレ無しのあみだくじチャレンジや、メ

Create Room

武蔵野市吉祥寺本町1-11-23
☎0422-21-6290
［営］
10:00～19:00
［休］
月曜（祝祭日は営業）

国茶のソムリエ）を保有。実際に中国や台湾の茶葉産地

☎ 042-848-2149［営］11:30 ～ 19:00 ※１F に看板が出ていたらオープン ［休］火曜・水曜

大進化しているそう。
「ミシンをはじめてみようかなと思ってい

Janome handmade house
ボビナージュ

青蛾茶房の店主鈴木さんは中国茶のプロ。日本では
数少ない、中国政府認定の国家資格、高級評茶師（中

１ 時 間 550 円（ 刺 繍 ミ シ ン
は 770 円）で最新ミシンを
使えます。ミシンの購入も可
能で、購入者には操作方法な
どをマンツーマンで教えても
らえる「ミシン操作の講習チ
ケ ッ ト（1 時 間 程 度 ）」 を プ
レゼント
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ンバーズポイント 2倍とお得なことばかり！

おかげ様で創立 68 周年目！
地元吉祥寺の建設会社「丸二」
社員のおすすめスイーツ聞いてみました！

営業部

営業部

建築部

建築部

石川

静岡土産の定番！郷里
の 甘 味「 安 倍 川 も ち 」
が好きです。黄な粉と
餡子どちらもうまいで
すが、
「からみ餅」もい
いですね。

鈴木

アトレ吉祥寺の成城石
井 な ど に 売 っ て い る、
ちょっとイイお値段す
る高カカオの板チョコ
レートにはまっていま
す。

森屋

私の出身地の山梨県の
定番のお土産、
桔梗屋の
信玄餅。
ちょっと食べに
くいですが、
今は色々な
ところで手軽に手に入
るので嬉しいです。

東

マネケンワッフルが好き
です。実は地元大阪府
吹田市が発祥で、子供
の頃店舗で食べた焼き
立ては、
やっぱり格段に
美味しいんですよね。

工事部

工事部

工事部

工事部

丸二 NOSTO セミナー

丸二 シンフォニー

「サラリーマン大家さん奮闘記②」

‒ 人気設備編 ‒
講師

すずき

員です。今回は、
各部署の社員に「おすすめスイーツ」を聞いてみ

ました。吉祥寺にちなんだスイーツや、
思い出深い郷土の甘味など
のおすすめスイーツを紹介します。

大庫

アトレ吉祥寺にある両
口屋是清店の小ぶりの
おまんじゅうが好きで
す。こしあんでしっか
り と し た 甘 さ が あ り、
お茶とよく合います。

石原

お菓子では小さいころ
からブルボンのルマン
ドがやめられません。
コスパ最強です。ロン
グセラーもうなずけま
す。

宝池

吉祥寺の老舗レモンド
ロップのチーズケーキ
が昔からのお気に入り
です。たまに食べたく
なり仕事帰りに買って
帰ります。

森尾

毎年クリスマスに会社
から頂く Tops のチョ
コレートケーキが好き
です。
切り分けたケーキ
を 選 ぶ じ ゃ ん け ん は、
家族全員真剣勝負です。

［ 視聴方法 ］

1. パソコンの方

2021 年 4 月19日（月）配信

りません。そんな丸二の一番の自慢は、
個性あふれる一人一人の社

パソコン・スマホで
どなたでも無料視聴

（旧 丸二シンフォニー倶楽部）

第 8 回 web セミナー

丸二は建設会社ですので、
何か特定の商品を売っているわけではあ

検索

2. スマホ・タブレットの方
QR コードからサイトへ

いつでも、何回でも視 聴可能です。
お 申し込 みの必要はありません。

た かし

鈴木 誉士

こちらも 配 信 中

第6回

株式会社丸二
提案室 室長

第7回

withコロナ、
afterコロナの賃貸経営
サラリーマン大家さん奮闘記①

“ お客様の声 ” が私たちの宝物です
丸二では工事完了後、お客様にアンケートのご
協力をお願いしており、いただいた声をサービス
の改善・向上に役立てています。

武蔵野市

S様

この度は屋根と外壁のリフォー
ムで大変お世話になりまして
有難うございました。元山様の
行き届いたお仕事のお陰にて
新たに安心の家に生まれ変わ
りました。職人さん、業者さん
の 丁 寧 な 仕 事 ぶ り や ご 挨 拶、
清掃に到るまで、ほんとに気持
担当：元山 ちよく関わって頂いた全ての
皆様に感謝申し上げます。

武蔵野市

K様

新築・土地活用・リフォーム

0120-020-987
武蔵野市吉祥寺本町 1-35-1
丸二

吉祥寺

☎ 0422-21-3211（代表）

担当：渡邊

検索

外壁塗装工事

便器交換工事

依頼先を選ぶ基準は “ 安さを強
調していない事 ” でした。施工
後すぐに故障されても困るの
で信頼できるところを探して
いました。築 10 年になりそろ
そろ他の故障も気になってい
ます。安心して相談できる会社
に出会えたのは良かったです。
なにかあったら相談させてい
ただきます。

リフォームサイトでお客様の声掲載中 ! ▶
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本町

アトリエ アート吉祥寺

新しいことが始まる季節。
もうひとりの自分にチャレンジしてみませんか？

●レッスン料：月2回 6,600円（税込）
〜

※別途入会金・年会費あり

初心者からベテランまで、画材やモチーフを自由に
選んでいただき、目的に合わせた個人指導を行って
います。レッスンの回数や曜日は月毎に選べ、別日
への振替もできます。

ONLINE

オンラインレッスンあり

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、定休日やレッスン時間など予告なく変更する場合がございます。
詳しくは各店へお問合せください。

本町

武蔵野市吉祥寺本町2-13-7 グランデール吉
祥寺302 ☎0422-23-0136 ［休］金曜

※見学実施中。HPからご予約ください

本町

南町

シープメドウ編物教室

ベターホームのお料理教室 吉祥寺教室

●レッスン料：月1回 2,500円（税込）～

●レッスン料：4,180円（税込）〜

●レッスン料：1レッスン 2,970円（税込）
～

吉祥寺で30年営む手染め糸のお店。糸に囲まれ
た店内で、定休日以外毎日、編物教室を開催。少
人数制のため、わからないところは何度でも質問
できます。季節に合った糸で一点ものを編んでみ
ませんか。

料理初心者向けやレパートリーを増やしたい方向
けのコースのほか、パンやお菓子づくり、魚の捌き
方実習まで、多くのコースを開催中。半年のコース
制のほか、1回からも受講ができるチケット制もご
ざいます。

レッスンたっぷり60分。教室または オンライン、
カフェなどに講師を派遣してのレッスンも可能。
忙しい 方にピッタリの オーダーメイドレッスンに
なります。英検、TOEIC、留学対策にも 強い
スクールです！

ONLINE
武蔵野市吉祥寺本町2-27-8
☎0422‐21‐0589 ［休］木曜

※別途入会金あり。入会金不要のフリーコースも

マンツーマン英会話 I-MAKE 吉祥寺校

ONLINE

武蔵野市吉祥寺本町2-13-11 i(アイ)ビル
B1F ☎03-3407-0471 ［休］不定休

武蔵野市吉祥寺南町2‐7‐5-2F
☎0120-815-150 ［休］年中無休

※ワンコイン（500円）体験・相談会も開催中！

※無料体験随時受付中！入会費・月会費は別途

南町

井の頭

御殿山

ユザワヤ芸術学院 吉祥寺校

手織工房じょうた

プチポアント 大人のやさしいバレエ

●レッスン料：550円（税込/材料費別）
～

●さをり織り1日体験：3,850円（税込）
※

●レッスン料：1回チケット 2,300円（税込）

刺 繍や 洋 裁 、手 編み、ステンドグラス、絵 画 、
書道ま で 様々な 手作りを 学べ る カルチャース
クールです。おすすめ 講座は「脳トレ クロスス
テッチ 」。刺繍初体験の方もお気軽にどうぞ！

さをり織りとは、そのひとが持つ感性そのままに
自由に織る手織り。約2,000本の糸から好きな
色や素材を選ぶことができます。はじめてでも約
4時間でマフラーを完成させることができるそう。

吉祥寺駅近くの大人のためのバレエ教室。元プ
ロバレリーナの 教師が バレエの 基礎を体の 使い
方か ら 丁寧に 指導。反復練習により 体幹が 強
化、基礎代謝を高めて疲れに負けない美しい体
を育てます。

吉祥寺南町1-6-1 吉祥寺スバルビル4F（6月よ
☎0422-71-0909

三鷹市井の頭5-17-29
☎0422-27-2595 ［休］月曜

吉祥寺御殿山永谷ダンススタジオ
☎️080-6577-3085 第１
・
２
・
３土曜開催（変
更あり） ※2021年10月まで無料体験レッスン実施！

りキラリナ京王吉祥寺へ移動）

※気軽に参加できる1回完結講座もあります♪

※材料費は別途1,000円ほど、
［営］10:00〜17:00
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本町

南町

東町

典雅きもの学院 吉祥寺校

藤本流 三味線教室

陶芸教室むさしの

●レッスン料：1レッスン 500円（税込）
〜

●レッスン料：月4回 8,000円（税込）
～

●レッスン料：週1コース 10,000円（税込）
～

担任制・少人数制のレッスンなので、初めての方
も安心です。ご自分のペースに合わせてレッスン
することができます。着物でお出かけ会も開催し
ています。お友達を増やして着物ライフを楽しみ
ましょう！

楽器をお 持ちでなくても、楽譜が 読めなくても
大丈夫。全くの初心者から手ほどきを受けたこと
のある方まで、どなたでも歓迎。お好きな日時に
予約できるフリータイム制です。60代以上の 方
は月謝無料！

武蔵野市吉祥寺本町2-28-1
☎0422-27-1701 ［休］不定休

武蔵野市吉祥寺南町1-32-3
☎0422-44-7677 ［休］日曜・祝日・8月・
年末年始 ※無料体験レッスン開催中！

※営業時間 10:00～18:00

雲洞山

本町

※無料体験レッスン開催中、初心者大歓迎！

南町

へ や

二葉ファッションアカデミー「つくるの教室」

月窓寺

●レッスン料：1ヶ月 8,000円（税込）

龍宮門のような 山門が 印象的な 曹洞宗系寺院、
雲洞山 月窓寺。
早 朝 の 坐 禅 会 の ほ か 、合 気 道・茶 道・太極
拳・書道などさまざまな活動を行っている。

※入会金2,000円（税込）

モノ作りをしたいけど、場所や機材がない。わから
ない所を教えてほしい…。二葉ファッションアカデ
ミーの 施設や 機材を利用して、専門スタッフから
アドバイスが受けられます！

教化活動

週1、週2、チケットコースから選択できます。粘
土代、焼成費は 別途。時間制限なく自分の ペー
スで自由に制作OK。
見学可。
【一日体験3,000円
（税込）。14時～、2時間制】初心者の方もお 気軽
にどうぞ。

武蔵野市吉祥寺東町3-23-21
☎0422-20-4881 ［休］月曜

ゴルフフォーラム吉祥寺

●レッスン料：受け放題 1,1000円（税込）
創立32年、吉祥寺でゴルフを習うならここ！初心
者〜上級者まで個人のレベルに合わせたレッス
ンは、フォームを理想のスイングに近づけるよう
毎回ビデオチェックしな が らレクチャー。無料
体験もあり。

武蔵野市吉祥寺南町1-3-2
☎0422-44-3161［開催日］
毎週土曜10:00
～15:00 ※様々な分野のモノ作りに対応しています

武蔵野市吉祥寺本町1-11-26
☎0422-22-2345
※開催日・費用等はお問い合わせください。

武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちごビル7F
☎0422-21-2010 ［休］無休

本町

境南町

本町

フィットネスジム 吉祥倶楽部

むさしの芝居塾

丸石楽器音楽センター

●月会費：14,300円（税込）
～

●レッスン料：3,500円（税込）〜

●レッスン料：9,350円(税込)〜

ホテルのようなゆったりとした空間と週に約90本
以上の豊富なレッスンを取りそろえたフィットネス
ジムです。日本最大級のヒマラヤ岩塩房も完備し
ております。
体験・見学予約受付中！

演じて笑って元気になろう！ が モットーのカル
チャースクール。さまざまな目的、年齢層の皆さん
が 和気藹々と演劇ノウハウを使って楽しんでいま
す。コロナ対策も万全。初心者大歓迎。
詳細はHPへ！

音楽を“楽しむ”ことと“専門家へのステップ ”を両
立した音楽教室。ベテランの講師陣による指導と
お子様から大人まで個人に合わせた様々なレッス
ンがあります。ピアノ以外の楽器レッスンも。体験
OK。入会者にはプレゼントもあります。

武蔵野市吉祥寺本町1-10-1-7F
☎0422-23-7667 ［休］金曜

武蔵野市境南町2-11-25 プシュケー地下Ｂ
☎0422-26-4867 ［休］水曜

ONLINE
※木曜はオンラインのみ。初回無料体験レッスン実施中！
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吉祥寺本町1-12-5 丸石ビル2〜6F
（吉祥寺サンロード内 西友並び）
☎️0422-22-1261

希少な限定ビールと美味しいお料理を。
クラフトビアレストラン P2B Haus
は、国内のマイクロブルワリーを中
心に、オーナーが「おいしい！」と
思うクラフトビールを各種取り揃え
ています。ビールの種類、特徴や味
わいによって、それぞれの味や香り

１周
ビールに揚げ物もおいしいけど、野 左）ひでじビール「栗黒」、中）
菜料理にも合いますよ！オススメは 年記念ビール Let’s Beer Works
、右）
１周年記念ビー
通年ある「八王子やさいのアンチョ 「夜明けの霞」
ル 忽布古丹「黄金の弾丸」
ビ炒め」900円（税込）

を引き立てるグラスに変えて提供す

こちらは、当店唯一のハウスエールCTO
IPAシリーズです。柑橘の爽やかな香りに
程よい苦味が追いかけてくるタイプの、王
道West Coast IPAです。ビールの奥深さ
ホッピングの楽しさを実感できる1杯。

るため、同じビールでもここで飲む
と更に味わい深く感じるとか。 料理
には主に、無農 薬・無肥料で育て
ている
「八王子やさい」を使用。八王子やさいは野菜本来の味が濃く、香り高いビールにもスッ
キリしたビールにもよく合います。また、
鳥取の大山鶏、
国産の黒毛和牛やジャー黒
（ジャージー

ビールラインナップは常に入れ替ります。各種SNSをチェックしてください。

× 黒毛）を使用するなど、
食材へのこだわりを見せます。カウンター

ピーツービーハウス

武蔵野市吉祥寺本町 2−8−2 若松ビル 2F
☎ 0422-77-7984［営］
火〜金 16:00〜東京都営業推奨
時間まで／土、
日1２:00〜東京都営業推奨時間まで［休］月曜

袋まで完備のため、ビアレストランでありながらお子様連れのファ
ミリーにもお楽しみいただけます♪

PICK
UP

カズが世界最高峰リーグ・セリエ A へ挑戦した
「ロマンがつまった 1 枚」

abo ut Vintage Sports FOOTBALL
すべてにエピソードが詰まった 1 枚

▼セリエ Aジェノア時代、カズのユニフォーム ［三浦和良］

身長：177cm ／体重：72kg ／ポジション FW

1994年に 1年間のレンタルというイタリア・セリエ A

のジェノア CFCに期限付移籍し、サンシーロで行われ
た ACミランとの開幕戦において先発出場し、セリエ Aデ

ビュー。前半途中にバレージとプレー中に衝突し、鼻骨

当時は 背番号が 固定性で は なく、
試合ごとに変わっていたのが特徴。
背番号上に選手の名前がなく、カズ
も11番だけでなく、他の背番号もつ
けていたところが面白い！

▶ Vintage

Sports FOOTBALL

公 式 H P☟

P2B Haus 吉祥寺

で一人で飲むのも居心地よし。キッズメニュー、おむつ台、BOS

2004 年 に 創 業したヴィン
テージスポーツは、ユニフォー
ムのコレクター、子供たちのサッ
カーの練習着などで数多くのお
客さんが来店されているとのこ

骨折と眼窩系神経を損傷、1ケ月の戦線離脱を余儀なくさ

と。すべてのユニフォームにエ

場、マニコーネの浮き球からスクラビーで落としたボール

にはたまらないアイテムが揃っ

の出場で初ゴールを奪った。当時日本は W杯にも出たこ

買取りも行っているとのことで、

れた。12節サンプドリアとのジェノヴァダービーで先発出

ピソードがあり、サッカー好き

を右足アウトサイドでゴール隅に決め、セリエ A4試合目

ている。宅配の買取りや出張の

とのない弱小国。世界 No.1リーグのイタリア・セリエ Aに

詳しくはお問合

挑戦していく姿は
「ロマンがつまっている 1枚」と中原店長。
※店内 POP の文章をそのまま引用しています

武蔵野市吉祥寺南町 1-1-7-4F

せを。

☎ 0422-79-3116 ［営］11:00 ～ 19:00 ［休］月曜

特典

「 楽しむ」と「 学 ぶ」の 両 立 、

地 域 に根 差した 音 楽 教 室 。

2
入会していただいた方に

丸石楽器音楽センター

オリジナル 時 計 or お箸

プレゼント

地域に根差し50年以上、ベテランの講師陣による指導とお

※どちらか１品になります。

子様から大人の方まで個人に合わせた様々なレッスンで、音
楽を“楽しむ”ことと“専門家へのステップ”を両立した音楽
教室です。マンツーマンの 個人レッスンとグループレッスン
の両方を取り入れ、科目ごとに応じてカリキュラムを組んでい
ます。パーテーション、空気清浄機などコロナ対策も万全。
先ずは体 験レッスンをどうぞ。

武蔵野市吉祥寺本町1-12-5 丸石ビル2F〜6F（吉祥寺サンロード内 西友並び） ☎0422-22-1261
レッスンの曜日や時間など、お気軽にお問い合わせください。詳細はHPへ→http://www.maruishi-music.com/
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月刊ノスタルジックガレージ

vol.01

ヴィンテージ生地でつくる 1 点物のバッグ

「 運 命 の 出 会 い。
」あります。

オーナー自ら海外で買い付けた ヴィンテージ生地のトートバッグが ズラリと並ぶ「ノスタルジックガレージ」。
「吉祥寺」に出店したきっかけは
運命の出会い
〈ノスタルジックガレージ 吉祥寺〉は、世
田谷区に本社兼ショールームを構える“ヴィ
ンテージ生地”のトートバッグを販売するお

階にある「武蔵野マルシェ」で出店

ら ヨーロッパ
で買い付けす
るなど、ヴィ
ンテージの生
地の収集を始
めました。転
職後も帽子の
ビ ジネスを学

る こ と を 決 め ま し た 。 青 木 さ ん は 、か つ て

し た。 あ る 時、 青 木 さ ん は、「 い つ も 脇 役 に

しくない上質な帽子を作ることにこだわりま

子屋」としてスタートし、誰が見ても恥ずか

バッグの重さを量り比べながら選ぶの

店〉の

びながら働

住 ん で い た 場 所 か ら 近 い 、中 道 通 り で 物 件

なってしまう『帽子』を、どうやったら準主

年前のこと。当初は「帽

探 し を 開 始。 あ る 日、 訪 れ た 不 動 産 屋 で、

役にすることができるだろう？」と考え、帽

き、起業したのは

以 前 か ら「 ラ ウ ン ド 型 の シ ョ ー ウ ィ ン ド が

子と同じ生地で作ったバッグを一緒に販売

ビニールコーティング）加工を施し、物

店 で す。 昨 年 の 秋 ま で〈 東 急 百 貨 店 吉 祥 寺

し、次の出店先を考えていたオーナーの青木

素 敵 だ な 」と 思 っ て い た 店 舗 が 空 く こ と を

も変わっていて面白い。

文英さんは、吉 祥 寺 の 街 で 路 面 店 を 出 店 す

知り、
“ 運 命 の 出 会 い”を感じたそう。そし

9

することを思いつきました。

を 入 れ て も 軽 い と こ ろ が 特 徴 で す。

ノスタルジックガレージ
吉祥寺本町2-20-7
☎0422-27-2888
［営］11:00〜19:00
［休］不定休

て 、同 所 で の 出 店 を 即 決 し た 青 木 さ ん は「 吉

トートバッグの誕生も
運命の出会い があってこそ。

を考案。大手企業にはできない高クオリティー

バッグは重さを 260g 以下に抑えたも

担当のマネジャー 輿田久美子さん。

祥 寺 で は ゼ ロ か ら の ス タートではなく、東急
百貨店での出店経験があったので不安はな
かった」と振り返りました。

青木さんは、
「ヴィンテージの生地の良さを生
かすには、余計なデザインを入れずによりシン

な商品作りを目指しました。しかし、
「生地自体

プルにするのが一番」と閃き、現在のトート型
青 木 さ ん の 前 職 は ア パ レ ル で 、長 き に わ

常使いに適した生地に PVC（ポリ塩化

インスタを Ch eck !

shop data

「帽子」を準主役に？
バッグ作りはそこから始まった。

た り フ ァ ッ シ ョ ン 業 界 で 活 躍 。 そ の 後 、イ

いでしょ？」と笑う青木さん。同店の

り眺めて楽しんでほしい」と話すのは販売

”

がバッグ仕様ではないから難しい」と、ほとん

どの工場に断られてしまったのです。そんな時、
たまたま見本市で出会った香川県の工場が、青
木さんのこだわりを聞き、
「ウチならできる。面
白い！」と、バッグ作りを引き受けてくれまし
た。こうして〈ノスタルジックガレージ〉のオ

日にオープンした、
〈ノスタルジックガレー

ポップアップショップを展開

ジ 吉祥寺〉を基盤に、全国で

していきます。詳しくはインス

製法で実用新案を取得しています。日

制作ストーリーなど発信予定！

のが多く、軽量でありながら自立する

『月刊ノスタルジックガレージ』

「バッグ屋に量りがあるのはめずらし

ところが面白い。実際に手に取ってじっく

イタリアのヴィンテージ生地以下にもフランス
・オ
ランダで織られた生地も使用してバックを製作

”

タグラ ム を C h e c k ！

るので、同じ柄でも違った仕上がりになる

15

リジナルトートバッグは誕生。2020 年 月

11

イタリアの生地コレクターから購
入した1960 年代に織られた希少
なソファ用生地

次号より連載開始！

“

12

ちょっと変わった買い物のしかた

「バッグなどにすることで柄の出方も変わ

3

タ リ ア の 生 地 を 取 り 扱 う 代 理 店 に 勤 め 、自

抱いてるライオンクッションはイタリアでたまたま見つけた
1970年代のアメリカ製生地。この生地も販売しています

pick up

これを知るとヴィンテージは楽しい！

“

JA 東京むさし 農園だより

〈吉野農園直売所〉

「常連さんからおいしかったと喜んでもらえるのが何より嬉しいです」と吉野
さん。吉野農園は武 蔵 境 駅から歩いて 15 分ほどの 住宅 街の一角にあり、

採

吉野農園

たて
れ カレンダー

春

約 6,000㎡の広さを持つ畑では年間 30 ～ 40 種類、少量多品種の野菜や
果物を生産しています。
吉野家は江戸時代から 300 年続く農家で、家の周囲には昔ながらの防風

スナップえんどう、さやえんどう

林が残っています。落ち葉を 2 年熟成させて堆肥にし、地力
の 維 持に役 立ているそう。 同じ品 種 で も土によって野菜

敷地内にケヤキの 大木の 隣に は 稲荷神社が
あり、毎日お参りしているそう

の味わいは違い、いろいろな生産者の野菜を食べ比べして
みるのもおすすめと教えてくれました。

私が好きな野菜は

枝豆、とうもろこし、トマト、ナス、
きゅうり

「ちぢみ小松菜」です

埼玉発のカルビタちゃんという品種で 普通
の小松菜より味わいが濃く美味しいです。

10年間つくり続けている自慢の野菜です！

9代目 吉野晃弘
（よしのみつひろ）さん

夏

武蔵野市境南町4-11-8
☎0422-31-0010 ［営］10:00～17:00

秋
キャベツ、ブロッコリー、カリフ
ラワー、柿

JA直営！「武蔵野新鮮館」

冬

武蔵野エリアの 生産者54名が 作る、旬で 新鮮な 野菜や 果物
が並ぶ新鮮館。
「新鮮なうちに美味しく食べて欲しい」と職員
の矢口直樹さん。生産量が少ない品種や、スーパーには並ば
ない農家さんとっておきの野菜が並ぶことも！

ちぢみ小松菜、かぼちゃ、キウイ、
大根

武蔵野市西久保1-18-10 ☎0422-54-7150 ［営］10:00～16:00 ［休］年末年始等

祥寺で仕事をされている姿にもエ

My favorite!
BOOK

＞

MOVIE

＞

WORD

＞

をつくる

店 と そ の ひ と 。 Vol.7

創立者が同じである姉妹校の東京女子
体育大学がコピス吉祥寺界隈にあった
ことから、中高を吉祥寺に開校

1972 年 か ら 運 営 し て い る 藤 村 水 泳
教室。ベビーからシニアまで丁寧な指導
が好評、無料体験レッスンも

松本大洋

MUSIC ＞ BUCK-TICK、宮本浩次
David Lynch

PLACE ＞ 空港、異国のスーパーマーケット
笑う門には福来る

2017 年に開園した fujimura ナーサ
リー。生涯必要な健康な体の基礎作り
や自ら育つ力を大切にしています

☎0422-22-1266
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Interview

本校は、女性の体育指導者の先

私の役割は街と学校をつなぐパ

ネルギーを貰います。

イプ役だと思っています。街の方

駆けと言われる藤村トヨが創立し

が温かく見守ってくれていること

90

ました。
「心身ともに健康」の精神

を今も変わらず学園全体の運営に

も随所に感じ、感謝しかありませ

周年を迎えま

ん。街のイベントには積極的に参

生かし、来年には

す。ひとを育てるための幅広い責

加して街の一員として恩返しが出

任と安全を重視してきました。

歳の時、父の跡を継ぎ理

来たらと思いますし、参加をさせ

私は

武蔵野市吉祥寺本町2-16-3

て頂く生徒たちにとってもよい経

data

さん

事長に就任しました。元々は学校

方がリラックスして楽しめること

高橋 あゆち

教育に携わることは全く考えてお

ですね。駅からの道のりが明るく

吉祥寺の良さは幅広い年齢の

ことになり状況が一変。
「藤村の仕

健全な学校は意外と少ないのでは

理事長

験になっています。

事をやってくれないか」という母

ないでしょうか。平日の夜の賑わ

学校法人 井之頭学園
藤村女子中学・高等学 校

らず大学卒業後は一般企業に就職

の強い想いに勝るほどやりたいこ

いが若干寂しいと感じますが、吉

しましたが、長女が跡を継がない

とはあるだろうかと数年かけて自

祥寺に根を張り街を思っている

ピーになるよ

30

分に問い、藤村に入る決意をしま

う役立ちたい

〜 代の店主も危機感を持って頑

営者としてその重さが辛いと思っ

で す し、 学 校

腹をくくって入りましたが、東

てしまったこともありました。そ

が楽しい場所

した。

の中で生徒のたくましい姿や職員

であって欲し

オールハッ

一致団結の対応には救われました

いと願ってい

張っています。

ね。続けてきて嬉しいことは、生

ます。

日本大震災の時は命を預かってい

徒たちの汗や涙、喜びなどの成長

る責任をこれまで以上に痛感、経

を直接見られることです。創立者

から教えを受けた方が今なお、吉

40

33

吉 祥 寺 な ら で は。

吉祥寺

時間

自由に色を塗って

に投 稿しよう！

抽選で 10名様に吉祥寺ぬり絵時間オリジナル Tシャツプレゼント！
SNSをやっていない方は、下記のメールアドレスへぬり絵の画像を添付して
編集部に送ってね。送ったぬり絵は、後日吉祥寺時間の HPにて掲載予定。
たくさんのご応募お待ちしております。

応募締切：2021 年４月 30 日（金）まで
メール宛先：吉祥寺時間編集部

info@kichijoji-time.com
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マネードクター 吉祥寺店

Total Beauty Salon Rouge（ルージュ ）

ワークショップ＆ライフプラン
相談会開催（約1時間 /１名）
《日程 》︎① 4 / 2 9 ( 木・祝 ) 、
②5/26(水)、③6/20(日)
※デコディフューザー®︎はお
一人様1本の作成となります

花

完全個室だから他のお客様と
の接触もなく、除菌や消毒な
ど徹底した感染予防を行って
いるので安心です。本気で痩
せたい方はもちろん、自粛疲
れの身体を癒やしたい方にも

春

瓶に花を生けるように飾った、見た目も香りも楽しめる華やかなデコディ
フューザー®︎を作りませんか。メインのお花と香りは数種類の中からお好

きなものを選んでいただけます。ご自宅のインテリアにももちろん、ラッピングもし

はすぐそこ！ 厚い上着を脱ぎ、だんだん薄着になる季節に向けて、痩身
エステはいかがですか？ 完全プライベートサロンでリラックスしながら、

気になる部位に徹底アプローチいたします。只今スタッフ募集中（1〜2名・実

ますので、母の日・父の日のプレゼントにも出来ますよ！

務経験2年以上の方）。お気軽にお問合せを。

武蔵野市吉祥寺本町1-12-1 ロア・サンロードビル1F ☎0422-27-6091
※ご予約お問合わせはメールをお送り下さい
fpp.kichijoji@fpp.jp
［営］10:00〜20:00 ［休］無休 ※完全予約制

H a i r S alon Noa （ヘアサロン ノア ）

武蔵野市御殿山1-2-1 DUPLEX R’s1201 ☎0422-47-6624［営］月〜金10:00
〜22:00、土日祝10:00〜20:00［休］不定休※お問合せはメールまたは
LINEにて
yoyaku.salonrouge@gmail.com LINE：@695yndrr

くもんぴあ吉 祥 寺 書 写 教 室

クー ポン

〈ご新規様限定〉
カット
4,950円➡3,300円（税込）
オーガニックカラー＋カット
+毛髪改善トリートメント
14,300円➡7,700円（税込）
ヘアマニキュア（2回塗り）+カット
13,200円➡7,700円（税込）

無料体験実施中！
日常の中で活かせる「美しい文
字」を収得！緑と音楽で溢れた
集中できる教室環境も好評。
銀座通りに面した「東京駅八
重洲教室」
も併用通学OK！

他メニュー30％OFF

「吉祥寺時間を 見た」とご 予
約ください ● 他券併用不可
期日：2021年4月30日
『吉祥寺時間 Vol.07』
●

吉

公

祥寺の人気店で10年以上の経験を積んだトップスタイリストが 結集したNoa
は、
髪質を見極めた提案と、
高いカッ
ト技術が評判の実力派サロン。
カラー剤は

文の教材はショートステップで誰でも親しみ易いプログラム形式。
学びの計画等を
お伝えし、
学習者さんに文字への期待感、
達成感を得て頂けるよう個人別教材に

オーガニックにこだわり、
髪や頭皮にやさしいものを厳選。
３席のみのプライベート空間だ

なっています。
１日体験
（月1回）
の他に、
期間限定で3週間無料体験できる月も。
まずは

から、
まるで我が家のように寛げると評判です。
お子様連れも歓迎！

体験から文字を学んでみませんか。
（ペン習字/筆ペン/かきかた/毛筆）
武蔵野市吉祥寺本町2-10-7くもんぴあビル5F ☎0422-22-2161 携帯
090-2626-1818［営］吉祥寺教室/水・木10:00〜12:00/15:00〜19:00、
金15:00〜19:00、土10:00〜12:00/15:00〜18:00 ［休］火・日・祝日

武蔵野市吉祥寺本町1-11-24 HALビル3F サンロード内 ☎0422-27-2955
［営］10:30〜21:00（カット最終受付20:00） ［休］火曜

鍼 灸 HA L L ICO （ハリコ ）

momento（モメント ）

温かみのある店内はまるでイ
タリアの片田舎にある小さな
レストランのよう。マフィンを
はじめ、テイクアウトができ
る焼き菓子やオードブルの盛
合わせも好評です。

オ

まずは悩みや困りごとを丁寧に
カウンセリング。バランスが崩
れた身体を鍼で少し刺激するこ
とでその人本来のカタチに整え
ていきます。何をしても良くなら
ないという方は一度ご相談を

痛

ーガニック野菜や放牧豚、
牧草牛、
自然派ワインなど、
素材にこだわったイタリア
ンレストラン。
もちもち生麺のパスタや普段はなかなか食べることができない貴重

みで本当にお困りの方へ。
YNSA山元式新頭鍼療法は五十肩、
膝や腰の痛み、
パーキンソン、
自律神経症状などの疾患に対応。
一人ひとりに合わせた治療を行

なお肉を最高の状態で調理します。2020年、
野菜料理の全国大会で審査員特

い、
特殊な鍼灸手技で根本にアプローチします
「検査で原因不明
。
と言われた」
という方

別賞を受賞したシェフが作る野菜料理を求め、
全国から通うファンも。

の不調を取り去った事例も多数。
遠方のお客様も多い鍼灸サロンです。

武蔵野市御殿山1-3-9 1F-C ☎070-4002-5496
［営］平日 ディナー 17:30〜21:30
土日 ランチ 11:30〜14:00、ディナー 17:30〜21:30 ［休］木曜

武蔵野市吉祥寺南町2-5-3 石川ビル101 ☎0422-90-6281
※完全予約制 ［休］日曜・祝日
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episode

01

世

フルーツギャザリング

界中から選りすぐられたコスメが集まる
フルーツギャザリング。ラグジュアリーか

らオーガニックまで幅広いブランドコスメを自由

京王吉祥寺店 店長 さん

◀︎スタッフの皆さん

「マスクをすることになって、アイメイクのよさ
があらためて見直されていますね」と店長さん。
実は苦手という方が多いアイメイク、トレンドを
熟知しているスタッフがお客さまに合うメイクを
一緒にお探しします。ひとりでじっくり選びたい
派の方にはゆっくり選んで頂ける雰囲気作りも大
事にしているそう。
今春のキーワードは「幸福感」。ピンクやゴール
ドなど華やかなカラーが多く登場しているそうで

4F ファッションフロア

す。新たな時代の新たなメイク、フルーツギャザ

［営］10:00~21:00
☎ 0422-26-5871

リングで出会ってみませんか？

https://fruitgathering.jp/shop/
kirarina_keiokichijoji/

吉祥寺のお気に入りはココ！

ご紹介ありがとうございます。全て
手作りのオリジナルメニューで皆

ゆったりとできる雰

様のご来店をお待ちしております

囲気がすごく好きで、
月に１回のごほうび
カレーがとても楽し

shop data

みです

くぐつ草

店長 菅井さん

episode

02

ランス語で「ちょっとかっこいい女の子」
という意味を持つ、ウンナナクール。下着

を通して女の子の人生を応援するブランドです。

ウンナナクール
店長

「自分のために、楽しくお気に入りのデザインを見

引田 絢香 さん

つけて欲しいです」と店長の引田さん。

出会った 瞬間の と き め
き が 忘れ ら れ ず 入社を

おうち時間が増えた今、ノンワイヤータイプのブラ
が定番化。自分のスタイルを持つ吉祥寺女子には世代

し た と い う、ウンナナ
クール一筋の引田さん。
「リラックスした気持ち
で ゆっく り 見て い た だ
けたら嬉しいです」

問わずカジュアルでポップな色やデザインが人気だそ
う。肌触りのよいコットン素材のパジャマも充実、
ON/
OFF 切り替えにもおすすめしているアイテムです。
３月１２日には同フロアの広いスペースに店舗
を移しリニューアルオープン。全ラインナップが

▲︎左から西岡さん、引田店長、高橋さん

店頭に揃い、一部メンズの取り扱いもあるとのこ

2F JR 吉祥寺駅改札口フロア

と。世代や性別問わずに楽しむことができるのも

［営］10:00~21:00

ウンナナクールならでは。

☎ 0422-29-9939

https://www.wacoal.jp/shops/detail.html?sid=130414

リニューアルOPENしたお店をぜひ見に来てください▶

吉祥寺のお気に入りはココ！
店員さんおすすめコ
メントが読んでいて

ご紹介ありがとうございます。レ

コードや CD のお探しものあれ
ばお気軽にご来店ください

おもしろく、インスト
アライブもいい企画

shop data

ばかりです
ウンナナクール
店長 引田さん

ココナッツディスク

武蔵野市吉祥寺本町2-22-4
☎ 0422-23-1182
［営］12:00～21:00
［休］なし

ココナッツディスク
店長 矢島さん

15

Vol. 5
わたしたちのお気に入りをコンセプトに、約 店舗が集まるキラリナ。どのようなお店が入って

フ

［営］10:00～22:00
［休］なし

いて、どういう人がどういう想いでお店を運営しているのか、毎号お伝えしていきます。

店長さん

COFFEE HALL くぐつ草

武蔵野市吉祥寺本町1-7-7
☎ 0422-21-8473

COFFEE HALL

フ ル ー ツ ギャザリング

ってこんなところ。

「おうち時間が増えてボ
ディケアに 目覚め る 方
も多 い で す 。ア メ リ カ
で 最も 歴史あ る 調剤薬
局『C.O.Bigelow 』の ボ
ディローションが 個人
的に も お す す め で す」
（店長さん／いちばん右）

に見て回ることができます。

60

1

はんこ屋さん 21
吉祥寺店

▶▶財部

政幸 さん

印鑑ばかりではなく
T シャツ、タオルなど
さまざま品をお取り扱
いしています。なぜか
危機迫るはんこ業界で
すが、最高の笑顔でお
迎えいたします。

手軽な印鑑だけでなく、伝統工芸士による人気の最高
級手彫り印鑑も手ごろな価格で提供しています。
℡ 0422-23-6777。 平 日 10:00 ～ 19:00、 土 曜
10:00 ～ 17:00。日曜、祝日休み。
http://hanko21kichijoji.com/

2

吉祥寺第一ホテル

▶▶大久保

有紀 さん

都会の喧騒を忘れる
穏やかな空間、武蔵野
の自然を演出する客室
で、洗練された時間と
心からの癒しを提供し
ます。ご来館を心より
お待ちしております。

地域のコミュニティーホテルとして培ってきた真心こ
めたおもてなしで、くつろきと笑顔あふれる時間を。
℡ 0422-21-4411（代表）。
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/dh/
kichijojidh

3

東急百貨店吉祥寺店
新生児・ベビー用品

▶▶金子

晴香 さん

明るい笑顔で、
お客さ
まお一人おひとりに寄
り添った接客サービス
を心掛けています。
ご来
店の際には、
お気軽にご
相談くださいませ。

ベビー用品売場では、出産準備用品をはじめ出産祝い
のギフトなど豊富なアイテムを取りそろえています。
℡ 0422-21-5111（代表）。10:30 ～ 19:00（最新
の情報はホームページを確認してください）。無休。
https://www.tokyu-dept.co.jp/kichijouji/index.html

4
▶▶庶務

東急百貨店吉祥寺店

青野 誠 さん

明るく、楽しく、前向
きに！をモットーに、
マ
スク越しでも伝わるス
マイルでみなさまをお
迎えいたします。
お困り
の際にはお気軽にお声
がけくださいませ。

地域唯一の百貨店として、安心してお買い物いただけ
る環境を整え、ご来店をお待ちしております。
℡ 0422-21-5111（代表）。10:30 ～ 19:00（最新
の情報はホームページを確認してください）。無休。
https://www.tokyu-dept.co.jp/kichijouji/index.html

吉祥寺スマイルフェア 2021

参加店舗一覧

5

「 吉祥寺スマイルフェア 20

みずほ銀行
吉祥寺支店

▶▶嶋根

スマイルいっぱいで

彩花 さん

お口座開設から各種
ご相談まで、
幅広くご対
応いたします。
新しい生
活をスタートされる方
もいらっしゃると思い
ます。
どんなことでもご
相談ください。

主催

今年で設立 74 年を迎える支店です。地域の発展に貢献
できるよう頑張ります。気軽にご来店ください！
℡ 0422-22-5111。9:00 ～ 15:00。土・日曜、祝
日、12/31 ～ 1/3、5/3 ～ 5 休み。
https://www.mizuhobank.co.jp/index.html

6

彩子 さん

皆様にお買物を楽しん
でいただけるようスマイ
ル、元気 100％で心を込
めてご対応いたします。
各種イベントも開催予
定。ぜひご参加ください。
お待ちしております！

7

投 票 し て く れ た 人 の 中 か ら、 抽 選 で 300 人 に

3000 円分の「お買物券」をプレゼント。500 円券

×6 枚セットと使いやすく、いろいろなお店で利用で
きます。

▶▶岡本

の一票を！

さらに

スマイルフェアオリジナルエコバッグを
プレゼント ※ 4/3（土）から配布開始

衣梨恵 さん

おいしいお食事とお
酒などを提供しながら、
お客さまのステキな時
間となれるように、
そし
て明日も元気が出るよ
うに、
一生懸命スマイル
で頑張ります。

使いやすくて丈夫なバッグをプレゼント。ぜ

該当店舗で
先着 1 万人

しょう！

※配布は 4/3（土）からになります

※スマイルフェアの期間中、エコバッグのポッ
※なくなり次第終了となるので、早めに利用し
てください

9

告白はママから♡

▶▶坂田

ひ GET して、エコなお買い物ライフを楽しみま

プのあるお店を利用した人にプレゼント

お昼は味とボリュームが人気のナポリタン、オムライ
スをはじめ、定食などを提供。夜は東京の地酒などが楽
しめるお店です。
℡ 0422-21-6461。11:00 ～ 23:00、緊急事態宣言
中は 11:00 ～ 20:00。無休（12/30 ～ 1/3 は休み）

8

見本

右記の「投票方法」をチェックして、ぜひあなた

カヤシマ

優花 さん

こころダイニング
吉祥寺店

▶▶阿倍

お客さまに楽しくお
買い物をしていただけ
るよう、
いつも笑顔での
接客を心掛けています。
みなさまのご来店を
心よりお待ちしており
ます。

友美 さん

発酵調味料を使った
ご家庭で楽しんでいた
だける料理レシピをご
案内しております。
試食
もございますので、ぜ
ひお店にお立ち寄りく
ださい。

思わず告白したくなってしまうほど驚きのおいしさ！
岸本拓也プロデュースの高級食パン専門店です。
℡ 0422-27-1513。10:00 ～ 19:00。不定休。
https://kokuhaku-bakery.com/

発酵調味料を使ったランチや薬膳料理セミナー、オン
ライン料理セミナーも開催しております。
℡ 0422-23-0071。11:00 ～ 19:00。年末年始休み。
https://cocoro-dining.co.jp

10

吉祥寺ロフト

▶▶橋口

あや さん

大好きな雑貨に囲ま
れて、
毎日楽しく働いて
います ! 色とりどりの
ワクワクと、
コロナに負
けないスマイルでみな
さまをお待ちしてい
ます。

化粧品、キャラクター雑貨、文房具、家庭用品などのバ
ラエティーに富んだ雑貨を数多く取りそろえています。
℡ 0422-23-6210。10:30 ～ 20:00（当面の間）
。
無休。
https://www.loft.co.jp/

「吉祥寺スマイルフェア 2021」は 4 商店会で実施しています

お買物券が使えるお店、
エコバッグがもらえるお店をチェック！

お買い物券

…お買物券使用参加店

吉祥寺駅北口を出てすぐ、東西にのびるアーケードのある
商店会。100 店舗以上の店舗が加盟し、商店街のマスコッ
トキャラクターである犬のダイキチくんとともにお得な
セールやイベント、防犯活動などを積極的に行っています。

コピス吉祥寺前のデッキに面した商店街。道幅も広く、開
放的な街並みとなっています。コピス前「ふれあいデッキ
こもれび」ではイベントやライブ演奏なども行われており、
買い物中の休憩がてらにも立ち寄りたいスポットです。

…エコバッグプレゼント参加店

ペニーレーン商店会
♠

吉祥寺元町通り商店街振興組合
♥

3,000 円 分 の お 買 物 券 を な ん と
300 人にプレゼント！

吉祥寺を愛する全ての人へ。ウィンドウをはじめ、店内
も「吉祥寺」をテーマとした地域密着型店舗です。
℡ 0422-28-0160。11:00 ～ 21:00。無休。
http://www.uniqlo.com/jp/shop/kichijoji/

ダイヤ街商店協同組合
♦

笑顔には周りを明るくするパワーがあります。そこで、日ごろから笑顔
のおもてなしを心掛けている商店会による、元気を届けるプレゼント企
画！ 投票に参加すると、4 つの参加商店会で使えるお買物券が抽選で
300 人に当たります。「ダイヤ街」
「公園通り」
「元町通り」
「ペニーレー
ン」の 4 商店会から選出された 20 人をはじめ、笑顔満開のスタッフが
待っている商店会へ出かけましょう。

ユニクロ吉祥寺店

▶▶本間

吉祥寺スマイルフェア 2021 実行委員会（ダイヤ街商店協同組合、

ロフト前の通りに面した商店会。細く長い小路には、買い
物途中でちょっと一息つけるベンチを用意。冬にはイルミ
ネーションも点灯し、ロマンチックな雰囲気に包まれます。

吉祥寺公園通り商店会
♣

吉祥寺駅の西側、JR のガード下から武蔵野八幡宮前まで続
く公園通りの両側に面した商店会。大型店、ホテル、金融、
個人店などさまざまな業種が連なり、丁寧に手入れされた
季節の花や街路樹も美しい通りです。
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物販
♦マツモトキヨシ 吉祥寺ダイヤ街店

お買い物券

♦サンドラッグ 吉祥寺ダイヤ街店

お買い物券

♦マーブル

お買い物券

♦ラケットショップフジ 吉祥寺店

お買い物券

♦マリスローレン ダイヤ街店

お買い物券

♦吉祥寺菊屋

お買い物券

♦山利屋

お買い物券

♦ DAIKOKUYA ダイヤ街店

お買い物券

♦吉祥寺虎屋

お買い物券

♦ペットパライダイス 吉祥寺店

お買い物券

♦小ざさ

お買い物券

♦紅屋

お買い物券

♦ P.S.FA 吉祥寺店

お買い物券

♦サンドラッグ サンロード店

お買い物券

21」 開催！4月25日 日 まで

お待ちしています！

吉祥寺元町通り商店街振興組合、ペニーレーン商店会、吉祥寺公園通り商店会）

を選んで「お買物券 3,000 円分」を当てよう！

吉祥寺第一ホテル

東急百貨店
吉祥寺店

3

公
園
通
り

7
8

吉祥寺ロフト

9

ペニーレーン

4

コピス吉祥寺A館

元町通り

吉祥寺パルコ

吉祥寺駅

中央本線

スマイルチャンピオン投票方法
①あなたが選んだ「スマイルチャンピオン」の番号を最大 2 つ選んでください
②〒住所 ③氏名 ④電話番号を明記の上、下記あて先に送ってください

ファックス

リビングむさしの Web

WEB

リビングむさしの

http://r.living.jp/ms/smile2021

スマイルフェア

携帯はココから
アクセスを

4 月 25 日（日）必着

締め切り

※当選発表は「お買物券」の発送をもって代えます。なお、投票者の個人情報は

「お買物券」の発送にのみ使用します

●スマイルチャンピオン投票結果は 6 月発行号リビングむさしの、6 月発行号吉祥寺
時間で発表予定です

11

無印良品
吉祥寺ロフト

▶▶西川

12

直子 さん

▶▶上野

お買い物にいらした
全てのお客さまに
「来て
よかった」
と思っていた
だけるよう、
常に笑顔を
心掛けています。
スタッ
フ一同、
ご来店をお待ち
しております。

16

順子 さん

みなさまの生活にもっと寄り添い、暮らしの基本となる
「衣・食・住」の良品をいつでも取りそろえております。
℡ 0422-29-2505。10:30 ～ 20:00（当面の間）。
無休。
https://www.muji.com/jp/ja/shop/detail/045565

歩由実 さん

クラフトビアマーケット
吉祥寺ペニーレーン店

▶▶河内

佳大 さん

お客さまにクラフト
ビールの楽しさを知っ
ていただけるように、
親
しみやすく明るい接客
を心掛けています。
ご来
店を笑顔でお待ちして
おります。

“ クラフトビール 30 種と餃子 ” がコンセプト。国内外の
さまざまなビールがグラスサイズ 490 円から。
℡ 0422-27-6543。月～金曜 11:30 ～ 14:30 ／ 17:00
～ 23:30、土・日曜、祝日 11:00 ～ 23:30。無休。
https://www.craftbeermarket.jp/
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幹子 さん

SOMETIME

▶▶永井

帽子の好きな方、
帽子
初心者の方も一緒に考
え、
似合う帽子に出合っ
ていただけると私もう
れしいです。
ぜひお気軽
にお立ち寄りください。

吉祥寺で 91 年目の化粧品店です。来店時よりも笑顔にな
れるように！ “ ちょっぴりの幸せ ” をモットーに、お肌の
お悩みやメークの仕方などをお伝えします。 ℡ 042222-2741。10:00 ～ 20:00。無休（年始のみ休み）
。
https://Instagram.com/daikokuya_kichijoji

2020 年オープンのインドアゴルフスクールです。吉祥
寺からの無料送迎付きコースレッスンも豊富に開催。
℡ 0422-27-2927。平日 9:00 ～ 21:00、土・日曜、
祝日 9:00 ～ 20:00。無休。
https://www.kichijoji-golf.club/
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14 ＋
コピス吉祥寺店

▶▶東樹

明るく元気よく、
笑顔
での接客を心がけてい
ます！ マスクをして
いてもキレイでかわい
く見えるメークをお伝
えします。
ご来店お待ち
しております。

昌光 さん

ゴルフを思う存分楽
しんでいただけるよう、
明るく元気な笑顔でお
迎えします！ 無料体
験レッスンも開催して
いますので、
ぜひ一度遊
びにきてくださいね。

お客さまが楽しい気
持ちになれるよう、
店内
の清掃・清潔、笑顔の接
客に努めています。
おい
しい、楽しい！をモッ
トーにムーミン谷から
お待ちしています。

DAIKOKUYA
ダイヤ街店

吉祥寺ゴルフ俱楽部

▶▶城所

昌広 さん

もちもちした不思議な食感の「ニョロニョロのたね」を
入れたオリジナルのドリンクなどを販売しているお店
で す。 ℡ 0422-23-2615。10:00 ～ 21:00。 無 休
（施設に準ずる）
。
https://benelic.com/moominstand/

事務局＝サンケイリビング新聞社

「都会的なコテージ」をコンセプトに、
おもてなしの心を
守りながらくつろぎとやすらぎの快適な空間をご提供
します。
℡ 0422-27-1057。8:00 ～ 22:30。無休。
https://www.ginza-renoir.co.jp/

18

ムーミンスタンド
コピス吉祥寺店

▶▶小島

0422-79-5502 ※番号はよく確認を

さゆり さん

お客さまがくつろぎ
のひとときをお過ごし
しただけるよう、
笑顔で
心からのおもてなしを
心掛けています。
吉祥寺
にお越しの際はぜひお
立ち寄りください。

生でもおいしく食べられる生食パンを販売しておりま
す。生食パンで作ったラスクや、
11 種類のバリエーショ
ン豊富なジャムも取りそろえております。
℡ 0422-27-2267。11:00 ～ 19:00。無休。
https://la-pan.jp/

15

〒 180-0005 武蔵野市御殿山 1-2-1、いせや吉祥寺ビル 4 階
サンケイリビング新聞社「スマイルチャンピオン投票」係

ハガキ

Cafe Renoir
吉祥寺北口店

▶▶松島

常に笑顔で接客する
ことを心掛けておりま
す。そして LA･PAN の
生食パンが、
お客さまを
通して笑顔をつなぐこ
とを信じ、心を込めて
作っています。

至新宿→

13

満理奈 さん

LA･PAN（ラパン）
吉祥寺店

▶▶小林

12

17

アウトドアブランド
が織りなす、
わくわく感
満点のアウトドア専門
店です。知識豊富なス
タッフが、
みなさまのス
タイルに合った提案を
させていただきます。

14

ダイヤ街

ユニクロ吉祥寺店

▶▶宮崎

19 20

B館
14 15

17 18

5

6

MAP

16

10 11

L-Breath（エルブレス）
吉祥寺店

どんなシーンにも対応するアウトドアスタイルをアド
バイス！ お気軽にご相談ください。
℡ 0422-23-6701。11:00 ～ 20:00。無休。
https://store.lbreath.supersports.com/23249

京
王
井
の
頭
線

1
2

13

克 さん

このコロナ禍で外出
が厳しい中、
ご来店くだ
さるお客さまに大変感
謝しております。
最高の
音楽と大きな「スマイ
ル」
でスタッフ一同お待
ちしております！

ライフスタイルに帽子をプラスすることで、“ 心浮き立
つ瞬間 ” を感じてほしいというコンセプトの帽子専門店
です。 ℡ 0422-27-2414。10:00-17:00。無休（施
設に準ずる）

開業 45 年目の Jazz Club。レンガ造りのアンティークな店
内で Jazz ライブをお酒や料理とともに楽しめます。
℡ 0422-21-6336。12:00 ～ 22:00、
ランチタイム 12:00
～ 16:00、ライブタイム 18:00 ～ 22:00。無休（正月休み
のみ）
。https://www.sometime.co.jp/sometime/

♦ JINS 吉祥寺ダイヤ街店

お買い物券

♥ 14 ＋（コピス内）

お買い物券

♥レモネード by レモニカ（コピス内）

お買い物券

♥美夏クリニック

♦おかしのまちおか 吉祥寺店

お買い物券

♥ パーツクラブ（コピス内）

お買い物券

♥カフェルノアール 吉祥寺北口店

お買い物券

♥吉祥寺ゴルフ俱楽部

♦土屋商店

お買い物券

♥ AMO’S STYLE by Triumph（コスモ）

お買い物券

♥吉祥寺翠蘭

お買い物券

♥リラクゼーション富足（コスモ）

♦三松

お買い物券

♥ 神戸オリエント（コスモ）

お買い物券

♥吉祥寺砂場

お買い物券

♠フットサルパーク 吉祥寺

♦ HIKOSEN CARA

お買い物券

♠ 無印良品

お買い物券

♥よなよなビアワークス 吉祥寺店

お買い物券

♣吉祥寺第一ホテル

♦マリオネット

お買い物券

♣ ユニクロ吉祥寺店

お買い物券

♠クラフトビアマーケット

お買い物券

♦アキレス・ソルボ 吉祥寺店

お買い物券

♣ はんこ屋さん 21 吉祥寺店

お買い物券

♠ピアノホール SOMETIME

お買い物券

♦ビルケンシュトック

お買い物券

♦ Enzo KICHIJOJI

お買い物券

♦吉祥寺さとう

♦エルブレス 吉祥寺店

お買い物券

♦ J-TECH オチアイ

♣ BAR WOODY

グルメ

お買い物券

お買い物券

大型店
♦♣ 東急百貨店 吉祥寺店 ※ニトリを除く

お買い物券

♦♣ 吉祥寺パルコ

お買い物券

お買い物券

♣カヤシマ

お買い物券

♥♠コピス吉祥寺

お買い物券

♦塚田水産

お買い物券

♣こころダイニング 吉祥寺店

お買い物券

♥♠吉祥寺ロフト

お買い物券

お買い物券

♦コーヒーホール くぐつ草

お買い物券

♣告白はママから

お買い物券

♦♥レンガ館モール ※ KANNA・根子眼科を除く

お買い物券

♦ロヂャース 吉祥寺店（3 店舗）

お買い物券

♦ど韓

お買い物券

♦ aimerfeel 吉祥寺店

お買い物券

♦京都勝牛

お買い物券

♦ UQ スポット 吉祥寺

お買い物券

♦ MARVEL CROSS by FUKUYA

お買い物券

♦李朝園

お買い物券

♦ほぐしの達人

お買い物券

♥ TEA MARKET Gclef 吉祥寺店

お買い物券

♦杉養蜂園

お買い物券

♦吉祥寺コンタクト

お買い物券

サービス その他
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※使用可能なショップ・商品、エコバッグのプレゼント条件などの
詳細は参加大型店舗へ確認を

真野眼鏡

Studio Leda（スタジオ・レダ ）

芸術的で個性的な眼鏡が並
ぶ、まるで小さなギャラリーの
ような店内。その約１/３は店
主の真野さんデザイン＆制作
のもの。新しい生活に新しい
眼鏡で心機一転はいかが？

あのスカパラの創設者ASAC H A N G によるレッスンや、
講師多数のダンススクールが
人気です。お子さまから大人
まで大歓迎！ご興味のある方、
いかがでしょうか。

ョップであり
「江戸づ
、
く
り眼鏡」
の工房でもある真野眼鏡。
江戸時代から続
眼 く鏡シ
伝統的技法を継承し、
眼鏡づく
りの全工程を一人の手仕事によって完結さ

1

せています。
その手法からフレームの素材選びがより自由に。
ファッション性と機能性に

ぐことも。
バンドリハーサルのほか、
DJやダンスの利用も可能。
防音ワークスペース兼ミー

こだわった一点ものを生み出します。
丁寧な検眼にも定評があります。

ティングルームの貸し出しや格安学割料金での提供も。
Wi-Fi完備。

武蔵野市吉祥寺本町 2-19-8 ☎0422-57-7066
［営］11:00～19:00（最終受付18:00） ［休］月曜・木曜

971年創業の曼荼羅グループが運営する貸しスタジオ。
グランドピアノ常設のレ
コーディングスタジオが完備され、
開放的なロビーとバルコニーではゆっく
りくつろ

武蔵野市吉祥寺東町1-11-18 M-ビル１F、2F ☎0422-23-7227
［営］10:00〜23:00 ［休］無休

古書 防破堤

STAY FU L L IFE ST O R E

現在、最も売れていて目玉と
なっている思想と外国文学の
コーナー。定番の名作から貴
重な絶版書まで、様々な本が
ぎっしりと棚を埋めています。

中

オリジナルボトルドリンクは
農園で獲れた果実のソース
を贅沢に使ったいちごミル
クとブルーベリーミルクの2
種類。テイクアウトやデリバ
リーも可能です

吉

道通りから5分ほど歩いた、
不動産屋さんの2階にある隠れ 家的古本屋さ
ん。文学・思想・歴史などの学術書を中心に音楽や映画の本にも力を入れ

祥寺と三鷹のちょうど真ん中。
日用品や文具を中心としたライフスタイル雑貨
と、
テイクアウトドリンクのお店です。
半地下の階段が目をひく店内は、
ユニーク

ていて、
レコードやDVDなどの取り扱いもあります。店内にずらりと並ぶ本はおよそ1万

な間取りなのに落ち着く空間。
ココアの余韻を感じられるコーヒーや、
オリジナルの特

冊。
あなたもお気に入りの一冊を見つけてみませんか。

製ボトルドリンクを飲みながらお買い物を楽しめます。

武蔵野市吉祥寺本町2-25-7 中山ビル201 ☎0422-57-3270
［営］12:00～20:00（ただし現在は19時までの短縮営業中） ［休］木曜

三鷹市下連雀1-16-1 ☎0422-24-8744
［営］平日11:00〜18:00
（L.O.17:00）
、休日11:00〜19:00
（L.O.18:00）
［休］
不定休

持ち運べる限界まで

お店紹介

01

「スモールステップがたのしい」そう語るのは店

2

主の金森さん。ハモニカ横丁に貼ってあった、
【三百
円で出店可能】という文句とその手軽さに惹かれ
た一人だ。
「コーヒーについてはそこまで詳しくな
い、淹れているのがただ好き」と笑いながら話す
姿から、優しさと親しみやすさが滲み出ている。
ドリップをする姿を見て足を止めたお客さんとの
会話も楽しんでいるそうだ。
写真を見てお分かりの、お店がまるで屋台のよ
うでたまらない。リンゴ箱をもとにした机は自作。
目標の、
「自分の場」を作り上げるのが楽しみだ。

ドナドナコーヒー

［問］
Facebook メッセンジャー
からどうぞ。
アカウント「金森右席」

※朝市出店風景
以外の 写真は、
わかりやすいよ
うに公園で撮影
しています。
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本日のおばんざい

材料
・じゃがいも…2つ
・ごま油…3回し

どうしてかな。

きみは言った。

どうしてだろう。

ぼくは言った。

たぶん、

武蔵野市吉祥寺南町 2-4-6 小原ビル 1F

知らなくても

いいのかもしれない。

あるいは、

知っていても、

いいのかもしれない。

すこしだけ冷たい風

髪を揺らすように。

すこしだけ冷たい街

僕を揺らすように。

も し も 、で い い 。

HOME PLANET

悪くないじゃがいもがあるんだ。

すこしだけ、

付き合ってくれるかな。

今日のおばんざいは、

1. じゃがいもを 好きな形に切る。
(おすすめは 薄切り)
2. オリーブオイルを引いたフライパンを
熱する。
3. じゃがいもを炒め、焦げ目がついたら
にんにくをいれる。
4. 塩胡椒で味をつける。
5. 酒をゆっくり入れる。(フライパンをふり
すぎて引火しないよう注意！) バジルを
入れ完成です。
6.水分が飛ぶまで炒めたら完成。
仕上げに大葉などのせると色味もきれいです。

Poem : oadai
Recipe : 米山 ミサ

b y HOM E PL A NE T

・酒…15cc

『やみつきじゃがいも炒め』

・粗挽き胡椒…6ふり

・にんにく…2片

☎ 0422-26-7677

“ フランスのカフェ ” がコンセプト
の隠れ家でフランス料理はいかが？
カフェ・デュ・クレプスキュール

▶ Cafe

du Crepuscule 吉祥寺

吉祥寺駅から徒歩 15 分ほどの住宅街に佇む「カフェ・
デュ・クレプスキュール」は、“ フランスのカフェ ” をコ
ンセプトにした大人の隠れ家的お店です。木の温もりを
感じる店内では、シェフ厳選の食材を使用したフランス
料理をアラカルトやコースで楽しむことができます。そ
の他に、自家焙煎のコーヒーやケーキなどもあり、ゆっ
たりとした時間の中でお腹と心を満たせます。

左上：同店の人気No.1メニューは
「ハラミと季節野菜のガレット」
（1,100円／税込）
左下：日替わりで6種盛られる
「特製デザートの盛合わせ」
（770円／税込）

右:パリッと焼かれた皮とジューシーな味わいが堪らない
「フランス産骨付き鴨のもも肉のコンフィ」
（1,320円／税込）
建築に 造詣が 深い オーナーが
設計した 内装は、山梨の 木材
を 使用。無垢材の テーブルや
椅子、本棚な ど1つ1つ にこ だ
わりを感じる。

八百 史

ヤオフミ

shop data
武蔵野市吉祥寺本町 4-24-21

☎ 0422-21-8988

［営］11:30 ～ 22:00（L.O. 21:30）

ランチ 11:30 ～ 14:00 ／ディナー 18:00 ～ 21:00 ［休］水曜

MOVIE NEWS 01

異なるインテリアの 5 スクリーン、新しい映画体験を。
「映画は観て学べる総合芸術です」と支配人の田中さん。物語だけではな
く、演出・文化・製作背景とあらゆる着眼点で楽しみ新しい世界を知った後
は、ギャラリーやマーケットで興味の深掘りを。
独創的でアートな空間は一見の価値ありです！

Recommnd Movie
伝説のカルトムービー、
待望の逆輸入！

JUNK HEAD
ジャンク・ヘッド

一人で 独 学で 作り始め、7年かけて完 成
させたSFストップモーションアニメ。
世界が 絶賛した、伝説のカルトムービー
が遂に日本公開！
環 境 破 壊 や ウィルス 感 染 で 滅 亡 に 向
かう地下世界を舞台に、
人類存続をかけた

UPLINK 吉祥寺

武蔵野市吉祥寺本町 1-5−1 パルコ地下 2F
☎ 0422-66-5042 ［営］9:00 ～ 20:00 ※当面の間 ［休］無し

JUNK HE ADの奇妙で未知なる冒険が
始まる―
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3 月26日
（金）より公開

2

column

それは究極のプライベートルーム

No.3

KICHIJOJI
TOILET
TIME

珠のれんをくぐると珠同士がぶつかり合う音が響きあう。祖母の家に訪れて

いるような「懐かしい」
。そんな気持ちが鼓膜をくすぐる。この音を聞くため

そこは、

に何度も通りたくなる。黄色いドアを開けると、店内の可愛い雑貨やインテ

訪れないと出会えない秘密の部屋。

リア同様、オーナー様のセンスの良さが溢れた佇まい。可愛さと懐かしさを

しかも、その扉を開けるまでは

掛け合わせた何度でも来たくなるそのトイレは「Blue Bird」ここにある。

どんなものなのかも予測はつかない。

素敵トイレは、

Blue Bird

案外身近にあり、

武蔵野市中町2-16-1

武蔵野サマリヤマンション101
☎0422-52-1277

その世界観は無限大に広がっている。

［営］11:00～21:00 ［休］土曜

−素敵トイレ愛好家

column

【第 7 回】

古着と聞くと、
「え？誰かが

屋さんです。
着てたんでしょ？」となるかも

る本を押すと開かれる一人だけ

幅の広いジャンルのとらわれな

ヤーが、一つ一つ厳選しており、

越感と楽しみでわくわくするよ

それに、服を買った時のあの優

かるかもしれない（なんか急に

中になれる。新しい自分が見つ

のが楽しい、見つけ出すのに夢

近なヴィンテージショップ」と

た後に「ありがとうございまし

だから、未だにお会計終わっ

存在になれるのです。非常に可

自分が味のあるヴィンテージ的

店員さんもとてもお洒落で、

愛い。そう、非常に。

行ってみてほしいという気持

してくれます。
ちが強すぎて、古着を初めて着
ると言う人もきっとあの空間に

物を探しにいくあの感じ、是非

言葉に収めてしまいますが、宝

行ったらわかりますよ、という
思わずご馳走と言ってしまう

体験してほしい。きっと幸せで
ずお会計時に
「ご

くらい可愛い古着屋が盛りだ

馳走様」と言っ

お腹いっぱいになって、おもわ

「 Flamingo
」
。きっと物凄く
定番なので、ご存知の方が多い

てしまうと思う。

くさんな吉祥寺、必ず行くのは

ひと、こばやしです。

あぁ、
、どうも、ご馳走様の

な…

あだ名をつけているんだろう

うですよね…絶対店員同士で、 話しかけてもとても優しく対応

までした」とたまに言ってしま

た。
」と言われると「ご馳走さ

ような幸せな感じに似てます。 いうコンセプトがあるとおり、

ご飯食べた後のあの満腹感の

い。私にとって服を買うことは、 宣伝みたいになってきた）
「身

うな気持ちをずっと持っていた

いアイテムが揃っており、選ぶ

の特別な一室みたいなの。

某魔法映画のように棚の端にあ

ておく為の隠し部屋がほしい。 しれませんが、 Flamingo
で取
り扱う古着は、海外在住のバイ

んだろう。切実に服を隠し持っ

買っても買ってもほしくなる

服っていうのは、なぜこんな

ご馳走様が言いたくなる古着

かもしれませんが、私が最もご
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こじらせ系

馳走さまを発する事の多い古着

小林 愛 profile 意識高いことが言えるようになりたい駆け出しフリーライター。
「結構こじらせていますが病んではないです」

# 吉祥寺

広大なペルシャで生まれた手仕事の世界。
「カスピアン」はペルシャ絨毯、キリムの直輸入販売、卸専門店です。

2021年

木
月
4／1●〜5／31●

スペシャルセール開催

逸品をスペシャル価格で取り揃えております。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

吉祥寺本町2-7-9
トーシンフェニックス吉祥寺弐番館１F

☎0422-21-3154

［営業時間］10：30〜19：30
［定休日］水曜日

https://www.caspian.jp/
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カスピアン
吉祥寺

武蔵野
八幡宮
P

第一ホテル
東急デパート
◀️立川

リベスト
ギャラリー創

パルコパーキング
コピス
吉祥寺

パルコ
JR中央線️

サンロード

CASPIAN
カスピアン

4大産地の最新作をはじめアンティークものなど、

吉祥寺通り

Persion Carpets & Kilims

日頃のご愛顧に感謝して、

五日市街道
西友

北口
吉祥寺駅

ヨドバシ
カメラ
新宿▶️

JR、井の頭線「吉祥寺駅」北口より徒歩７分／八幡宮前交差点２０m

あなたの会社の
「いつもの仕事」が
地元を「そうなんだ！」
と
唸らせる。
「吉祥寺時間」で、
次は貴社が
地元を唸らせませんか？

企業様の魅力は、そのまま読者様

「きちじょうじ」をしろう。

の感動・関心につながります。
ご活用例
●求人

わたしたちの暮らしを支える企業たち

●会社自体の紹介

（価値を正しく伝える）

●新規サービスの紹介
（新たな情報発信）

例えばこんなテーマで
・「吉祥寺発の企業、知っていま
すか」シリーズ
・「こつこつものづくり、創 業 20
年企業」特集 etc.

お問い合わせ

吉祥寺時間編 集 部
☎︎ 070-6510-8801
info@kichijoji-time.com

〈株式会社コアミックス〉

JOB

〈ソノラス・コート三鷹〉

漫画とマジメに向き合い
漫画のこれからを支えていく

JOB

「終末のワルキューレ」

最高の安心と快適さ
心豊かで健康な生活を提供

共用施設を利用したり、

「ワカコ酒」等、多数

お出かけしたり…。コート

の人気作品を展開中。

内には自由に「自分の時

「北斗の拳」「シティー

間」を楽しむ入居者さんの

ハ ン タ ー」 な ど の レ

笑顔が溢れています。

ジェンド作品も。

集英社で「週刊少年ジャンプ」5 代目編集長を務めた堀江信彦さんが漫画家

ソノラス・コート三鷹は武蔵野の自然と高い利便性を誇る街・三鷹に 1993

版を目的として 2000 年に創業。
「良い漫画を作る」という想いを軸に雑誌・

者さんをサポートします。レストランをはじめ運動・趣味を楽しめる多彩な

の原哲夫さん、北条司さん、次原隆二さんたちと漫画の編集・漫画雑誌の出

年に誕生。きめ細かなサービスや 24 時間体制の救急対応など、総合的に入居

携帯・ゲームソフト等幅広い場へ良質なコンテンツを提供しています。

共用施設も充実。安心して暮らせるハイクラスな生活環境が整っています。

募集要項
【職種名】一般事務
【仕事内容】
・フロアの庶務的な作業
・事務作業(発送作業など)
・来客対応
・電話対応
・社内清掃など

募集要項

【募集人数】1名
【勤務先】武蔵野市吉祥寺南町2-11-3
【勤務時間】シフト制
・10時00分~18時00分勤務
・月曜日〜金曜日の間でシフト勤務
【給与】時給 1,030円〜1,030円
【休日休暇】シフトに応じて設定しております。
土・日・祝日はお休みとなります。

ご都合に合わせてシフト調整します。

□社会保険完備 □交通費規定内支
【職種名】清掃職員
給 □制服貸与 □社員食堂あり(1食
【雇用形態】アルバイト・パート
390円) □車、バイク、自転車通勤OK
【勤務先】三鷹市下連雀8-4-18
□昇給あり □定期健康診断 □退職
【勤務時間】7:50〜17:00
金制度あり □社内研修あり
【給与】時給1,140円～
7:50〜17:00の間で1日3時間〜OK 〈未経験・ブランクOK 〉30代〜50代の
（週2日〜OK ）
女性スタッフを中心に活躍中

武蔵野市吉祥寺南町 1-9-9 吉祥寺じぞうビル（本社）
［問］☎0422-24-6772（総務部）

株式会社 創生事業団
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三鷹市下連雀8-4-18 ［問］☎0422-76-1120

〈株式会社 B2RECORDS〉

〈有限会社 サーブ〉

吉祥寺の「音楽発信基地」が
更なる人材発掘開始 !!

JOB

JOB

ずっと使えるもの
ずっと使いたいと思えるものがいい

まだまだスタッフ増やします！
WANTED
□ BGM制作ディレクター
□ レコーディングスタッフ
□ 動画制作・編集マン
□ イラストレーター・デザイナー
□ システムエンジニア
［性別年齢不問］
会社の 詳しい 情報は、吉祥
寺時間Vol.5にも掲載されて
いるので要チェック！
吉祥寺時間
バックナンバー

採用情報

サーブは、
すべてオリジナル国内生産のメープル家具専門店です。現在 、
社
員 3 人の小さな店ですが、丁寧な家具作りをしています。当店の家具に愛

情を持って接客ができる方、商品の管理やショップ業務全般が得意な方大
歓迎。業務を通じて設計やデザインへの感度が高められる職場です。
「音楽 × アート × ソーシャルメディア」の

募集要項

アレコレをやっている面白カンパニー

【 職 種 名】オリジナル家 具の
販売
【雇用形態】正社員
【仕事内容】接客 管理 ショッ
プ業務全般
【募集人数】1名
【 勤 務 先 】武 蔵 野 市 吉 祥 寺
本町2-35-10 HN22ビル 1F

「B2RECORDS」
。メインは朝の情報番組
やスポーツニュース、人気バラエティ番

組などの BGM を作るレコード会社です。
同社では “ モノづくりに情熱を注げる方 ”
を募集。ピン！ときたら QR コードを

【勤務時間】9時50分～18時 定休日:火曜（祝
日は営業）
【休日】週2日（火曜及び火曜以外の平日）
、
年末
年始
【給与】月給20万円 〜 30万円
【職務経験】
インテリア関 係の販 売 : 1年（ 望ま
しい）
【応募方法】アピールできる資料を添えて履歴
書送付 書類選考後 面接

チェック！

［問］株式会社 B2RECORDS
株式会社 バナナボート音楽出版
☎0422-52-4747(平日10:00〜19:00)

武蔵野市吉祥寺本町2-35-10 HN22ビル 1F（吉祥寺店）
［問］☎0422-27-2191 https://www.serve.co.jp

〈P2B Haus Kichijoji〉

JOB

〈医療法人社団東仁会 吉祥寺あさひ病院〉

クラフトビアレストランで
ビールに詳しくなろう！

JOB

オペ室看護事務を募集。
未経験の方も活躍出来ます！

糖尿病専門医による外来
診療をはじめ、
循環器内
まかない充実！お好きな

科専門外来、
リウマチ膠

ニューから選べます◎パス

外来診療も行っています。

原病専門外来、
一般内科

ビール1杯＆食事がメ

タもピザも野菜も肉もOK

吉祥寺駅北口から徒歩 3 分。内科、
泌尿器科を軸に主に腎臓病の専門病院と

ビールが好き！そんなあなたにピッタリなお店です。東急裏エリアにある、

して、予防から診断、治療、社会復帰までのトータルケアに取り組んでいま

上がりましょう！実は、
オーナー＆店長は IT 業界で活躍中。IT 業界やスター

鏡などの医療設備も完備。合併症治療にも万全の体制を整えています。

す。入院および外来の血液透析・腹膜透析を順調に行えるように CT、内視

ファミリーもお一人様も楽しめるレストラン。お客様とビールの話題で盛り
トアップ業界に興味のある学生さんにもオススメです。

募集要項

募集要項

【職種名】看護事務（オペ室）
【仕事内容】
○ナースサポート/患者様の着
替え・支度/手術室清掃/書類
のスキャン・取り込み/電話応対
（予約業務）/手術機器の洗浄/
患者様の移動の案内・介助
○ドクターサポート/書類の

【休日】応相談
【職種名】店舗ホール
ご都合に合わせてシフト柔軟に調整します
【雇用形態】アルバイト・パート 【給与】時給1,100円～(深夜1,375円)
【勤務先】武蔵野市吉祥寺本 □制服貸与 □まかないビールあり(無料)
町2-8-2 2F
□まかない好きな食事あり(無料)
【勤務時間】15:30～24:00
□昇給あり □社員割引あり(同伴OK)
15:30～24:00の間で1日4時 【応募資格】未経験OK。20代～30代の女性ス
間～OK（週2日～OK ）
タッフを中心に活躍中！

武蔵野市吉祥寺本町2-8-2 2F
［問］☎0422-77-7984 ※コロナの状況により閉店時間が変更になる場合もあります。

準備 他 資格は必要ありません。
【募集人数】1名
【勤務先】武蔵野市吉祥寺本町1-30-12
【勤務時間】８時30分～1６時45分 ※週3日以上
できる方 ※時間・日数はご相談ください。
【給与】時給1050円〜【休日休暇】応相談
※週5日勤務の場合、
夏季、
年末年始休、
創立記念日
【応募方法】履歴書
（写貼）
をご郵送ください。書
類選考後ご連絡いたします。

武蔵野市吉祥寺本町1-30-12
［問］☎0422-22-1120 https://www.zenjinkai-group.jp/tojinkai/hospital/kichijoji/
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〈株式会社ばぁど家〉

落ち着いた雰囲気と味の良さで
人気の焼き鳥店

JOB

募集要項

※試用期間6か 月あり（月給
25万円）※固定残業代45h
【職種名】調理スタッフ
分67,500円を含む
【雇用形態】社員
□ボーナス・賞与・昇給あり
【仕事内容】調理業務全般
□交通費全額支給
・食材の仕入れ
【休日・休暇】月5～6日休み
・仕込み ・串打ち
夏季休暇年末年始休暇待遇
・仕上げなど
□髪型自由 □まかない □食
【勤務先】武蔵野市吉祥寺本 事補助あり □社会保険完備
町2-8-4
□制服貸与
【勤務時間】14:00～24:00
上記時間内でシフト制（実働 【応募資格】調理経験や 焼き
8h・休憩1h ）
鳥経験者の 方は 大歓迎！意
◆勤務時間は応相談
欲があれば 未経験の 方も歓
【給与】月給30万〜34万円
迎します！

JOB

宮内庁御用達の軍鶏を
養鶏場から直送、新鮮な
状態で毎日店内で串打
つ自慢の焼き鳥のほか、
軍鶏刺しなど様々な鶏
料理が楽しめる隠れ家
的お店です。職人一名の
独立が決定、その穴を埋
めるため、新たな職人を
急募しています。
焼き鳥調理を本気で学
びたい方や、独立した
店舗を持ちたい方、ぜひ
ご応募ください。

VTuber バックアップクルー
募集！

デビュー間もない VTuber を全力バックアップしてくれるスタッフを
募集中！毎週の生配信に加え、クオリティの高いカバー楽曲を投稿して

いる注目の VTuber です（何やら吉祥寺にもゆかりがあるらしい・・・）
。
SNS マーケティングの経験がある方、英語や映像編集

などの一芸スキルがある方、モノ作りに没頭できる方、
大歓迎です（私が声優をやりたい！という方も是非！）。
あなたも一緒に盛り上げてみませんか？

興味のある方、詳しくは下記へお問い合わせを！
武蔵野市吉祥寺本町2‐8‐4 コスモス吉祥寺ビル B1F
［問］☎0422-27-6699

［問］☎0422-56-8887
（平日10:00～19:00）

〈Wine & Tapas Chill〉

JOB

〈momento モメント〉

自然派ワイン、
料理、
雰囲気を楽し
めるお店。
一緒にchillしませんか？

JOB

野菜が美味しいイタリア料理と
自然派ワインのお店です

ひとりでも気取らずふら
りと立ち寄り、小 皿 料 理

が 楽しめるお店です！も

ちろん仲間で楽しくやる

今この瞬間 (momento) を

のも◎

楽しみながら、出来る限り

未来の地球に優しい料理

Chill では一緒に働いてくれる陽気・活気・元気のあるスタッフを募集して

を提案しています

います。楽しく本気で働く最高のスタッフが、仲良くみんなで仕事をしてい

本場イタリアで修行したシェフたちと今までには無い斬新な料理、自然派ワ

ます。興味がある方はまずお電話を。※詳細は面談の上、経験を考慮して決

インの知識も身に付きます。オープンしたばかりの店ですが、レベルの高い

めさせて頂きます。

料理・サービスを目指しています。熱意のある方一緒に働きましょう。

募集要項

17時～23時等、応相談
【勤務先】
□催事場／9時～20時、11時～19時、12時～18
武蔵野市吉祥寺本町２-１３-７ 時等、催事場により時間の変更有り。どちらも勤務
グランデール吉祥寺 ※店舗だ 時間により休憩1h〜有り。
けでなく、
色々な催事場での勤 【給与】時給1,050円（研修期間有り）能力により
務もございます。
昇給有り。
【勤務時間】
交通費支給、髪型髪色自由。ネイルは派手過ぎな
□Chill／８時～11時(仕込み専 ければOK。催事場はNGですが、ご相談下さい。エ
門） 11時30分～15時(ランチ） プロンと上のユニフォーム支給。

募集要項

【休日】週2日以上
【職種名】調理スタッフ
【給与】時給1,013円以上。経験・実力による。
【雇用形態】アルバイト・社員 調理経験1年以上の 方、ワインの 知識が ある
(相談) 試用期間3ヶ月
方、イタリアが 好きな方、新しいお店を一緒に
【 勤 務 先 】武 蔵 野 市 御 殿 山 作り上げていきたい方大歓迎。
1-3-9 momento
□まかないあり
【勤務時間】9:30〜22:30の □交通費規定内支給
間で要相談
□昇給あり

武蔵野市吉祥寺本町2-13-7 グランデール吉祥寺
［問］☎0422-23-3160 https://www.cree-co.com/recruit

武蔵野市御殿山1-3-9 1F-C
［問］☎070-4002-5496 momentoitalian@gmail.com
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CASE

01

〈リードエンジニアリング株式会社〉

患者と薬局の負担ゼロを目指して

人との出会いを通じて
唯一無二の製品を生み出す

遠隔服薬サポートシステム〈かれん〉
薬包の挿入・取り出しを「見守りセンサ」が感知。その時間を

システム企画、開発、設計から研究・開発による特許製品の

正確に通信・記録します。服薬時間になると「お知らせライト」

製作まで、様々な商品を手掛けるリードエンジニアリングは

が点灯、飲むべき薬とタイミングを気づかせてくれます。飲み

創業 37 周年を迎えます。開発商品は生活環境関連製品や電

忘れなどは、薬局・担当者に自動で通知することも可能

気設備用電気機器類、動物自動飼育装置など多岐にわたり、
特許製品も多数。根っからのもの作り好きな中山社長は人と
の出会いから発想を得て、ニーズに合った製品を完成させる

といいます。
「本当のことを知らなければもの作りはできな
い」
。その言葉通り 2017 年には医師や薬剤師の声を聞き、遠
隔服薬サポートシステム「かれん」を開発。見守りセンサー

中山健一代表取締役

が患者さんの薬の飲み忘れなどを薬局や薬剤師に通知するも
ので、あらゆる現場から関心を集めています。今後も
健康で、明るい長寿社会に貢献したいと中山社長。社
員一丸となって柔軟なもの作りに邁進していきます。
上：千葉県の亀田総合病
院 ジョン C. ウオーカー
副院長

下：オフィスには特許証
がずらりと並ぶ

患者の「服薬リズム」を見える化
データに基づく的確な服薬
フォローが可能に。複数台で
の管理もできます

02

薬局でポケットに薬をセットし、数週間分をまとめて収納。軽くてしっかり自立し、
かれんボードへの取り付けも簡単。交換や買い足しも可能

〈かれんボード〉

武蔵野市吉祥寺南町1-27-1
☎0422-40-6611
http://lead-eng.co.jp/index-lead.htm

CASE

〈お薬ホルダ〉

〈武蔵境自動車教習所〉

電源コードを繋ぐだけで準備完了。わずらわしい設定は一切ありません。見守りセン
サは透明な薬包の有無も感知、リアルタイムにサーバーと通信します

CASE

オンライン学科もスタートし
さらに充実した教習環境に

03

〈株式会社平沢商会〉

創業 60 年の地元企業が便利で
快適なモバイルライフを提案

コロナ禍でも密を避けられる移
動手段として注目されているの
が車やバイク。またステイホー
ムで自由な時間が増えたことを
受け、運転免許を取得する人が
増えています。武蔵境自動車教
習所は教習車 110 台（四輪・二
輪含む）
、インストラクター 90
名以上の体制で、
営業時間も 21

時まで延長。2 月からは都内で
は初の「オンライン学科」を開

「吉祥寺スマホスクール」では知

始し、通常の学科教習とのハイ

識豊富なスタッフがレッスンを

ブリット方式でより通いやすい

担当。
「スマホを通じてワクワク

フターフォローも充実。卒業生

自動車部品の卸売業として 1960 年に創業した平沢商会。現在は au ショッ

する未来をお伝えしたいですね」

環境が整いました。さらにア

が安全に、快適に運転を楽しめ
るように全力でサポートする

「一生付き合える教習所」です。

プ・UQ mobile ショップを運営するとともに、独自のサービスとして「吉
祥寺スマホスクール」を展開しています。地元密着の企業ならではのお客

もっと知りたいあなたに！
YouTube

さんに寄り添ったサービスが魅力の平沢商会。スマホのことなら何でも応

LINE

えてくれます。

武蔵野市西久保3-16-10
☎0422-51-4121
［HP ］http://www.hirasawa-s.co.jp/

武蔵野市境2-6-43
［フリーダイヤル ］☎0120-15-6343
https://musasisakai-ds.co.jp/
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CASE

04

〈株式会社ニシムラ精密地形模型〉

地形模型からバーの運営まで。
ユニークな発想で地図の世界を盛り上げる

創業 1947年の
〈株式会社ニシムラ精密地形模型〉は、立体地図、地形模型の製作、官
公庁向け地図調製から各種模型、造型、世界の地形模型、地図の製作をしている会社
です。
「3Dデータ」を実際に触れられる精密な
「模型」や
「レプリカ」にしたり、硬質
立体地図、軟質立体地図やプロジェクションマッピング、映像、メカ装置、音声、LED

とのコラボレーションをするなど、デジタル技術とアナログ技術を融合させた作品を

製作しています。その他、2019年秋に同社プロデュースの常設地図
（模型）バー
「M」

（エム）を、赤坂にオープン。同店を拠点とし、ジオ関連や地理空間など YouTubeや
メディアを通じて地図の魅力を発信。今後は、
都市の 3Dデータや避難シミュレーショ
ンなども展示するなど、ユニークな発想で地図の世界を盛り上げています。

左：現在日本でニシムラだけが作ることができる精密リア

ル立体地球儀／右： 伊豆高原駅内に展示されている地形模
型／左下：立体地図や本、化石などを展示したバー

上：日本国の ODA 無償資金協力関連事業としてタンザニアへ「ンゴロンゴロ模型」と「クレーター

武蔵野市桜堤1-1-38

CASE

05

模型」を製作納品。ＮＡＳＡデータを使用／下：パリで開催されたジャポニスム 2018 公式規格

☎0422-53-1853

「MANGA ⇔ TOKYO」展の様子。1000 分の 1 で巨大都市東京を表現

〈スタジオ アルファ ベガ〉

CASE

プロのパーカッショニストから
学べる魅力的な音楽教室

06

〈有限会社 たくデザイン工房〉

“ あの看板 ” を手掛けているのは
地域密着のデザイン工房

吉祥寺の地で長く愛され続けてい

吉祥寺通り沿いにある、店先で手

ジオ レダと併設された同スタジオ

る「たくデザイン工房」
。通りがか

るスタジオ アルファ ベガ。スタ

作りのコマや升などを販売してい

で、実は音楽教室も行っているの

る度に気になっていた人も多いの

をご存知ですか？ 中でも、あの

では？ 1965 年創業の同社は、現

東京スカパラダイスオーケストラ

在は吉祥寺で有名な店舗などの看

の創始者 ASA-CHANG が講師を

板を数多く手掛けています。実は

務めるパーカッション教室は、少

看板屋になる前は「工芸の店 みみ

人数制とユニークなレッスン内容

ずく」という民芸品店だったそう。

で大人気です。

焼き印入り酒マスの制作も行って
います。

▶個人レッスン〈月1回〉
7,700円
（税込）
〜
〈月2 回〉
▶グループレッスン
8,800円
（税込）
〜

●タブラボンゴクラス〈80 分〉

●ドラムクラス〈50 分〉

●パーカッションクラス〈50 分〉

●ファミリークラス〈50 分〉

タブラボンゴとは、ASA-CHANG が
製作から奏法までトータルプロ
デュースする、完全オリジナルのパー
カッションです。
ベーシック、応用、アンサンブルの考え
方など全てをレクチャー。コンガ、
ボン
ゴ、ジャンベ、カホン、手持ち類など世
界のパーカッション全般を学べます。
武蔵野市吉祥寺東町1-11-18 M-ビル1F

基礎練習やハードな技巧の習得より
も、ドラムの楽しさを重視。経験の有
無を問わず幅広い層の方に支持され
ています。
キッズ・ジュニアレッスンではお子様
と一緒に、お父様やお母様も参加して
頂けます。ひとりひとりに合わせた
レッスンの進め方を提案します。

上：まるでお土産屋さんのような店先
下：事務所内に は 採寸のノートと施工図面資
料、写真などの資料が整理されている。その記
録の数々が、同社の信頼と実績を表している

☎0422-20-0731

武蔵野市御殿山1-4-20
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☎0422-44-5495

上：一度見たら忘れられない印象的
な看板たち／下：制作当時の図面

吉祥寺発！

リユースの
あるくらし

お気に入りを探し出す楽しみ、
ここにあります

吉祥寺駅から徒歩1分！
オンワードのリユースアイテムが集結する
「オンワード・リユースパーク 吉祥寺」

Kids

日笠秀子さん

What’s Reuse Park ?

RE
use

回収した衣料品の約 15% がリユース商品として
店頭に並んでいます。店の収益は森林保全活動や、
日本赤十字社の協力のもと行っているリサイクル

RE
cycle

RE
make

毛布や軍手の寄贈活動などオンワードの環境・社
会貢献活動に活用。吉祥寺周辺の作家さんによる
リメイク雑貨も販売しています。

取り扱いブランド一例
２３区や組曲など、オンワードの人気ブランドを取り扱っています。

ハンガーや、レジカウンター、テー
プカッターなどは高知県の間伐
材を活用

不要となった服を細かく裁断し
ペーパー化して作った紙袋をご用
意しています

東急

EC サイトは
こちら

ONWARD Reuse Park
武蔵野商工会議所

くぐつ草
ユニクロ

Coupon

ヨドバシ

みずほ銀行

一実屋

大和証券

10% OFF！

北口

使用期間 ４/28( 水）まで

吉祥寺駅

shop data オンワード・リユースパーク 吉祥寺

南口

武蔵野市吉祥寺本町1-4-14 ミヤケビル1～3F
☎0422-23-0900 ［営］11:00〜19:00 ［休］不定休

吉祥寺
オデオン

※一部対象外あり
※他サービスとの併用不可

ヤマダデンキ
ドン・キホーテ

丸井

井
京王
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今やサステナブルな考え方に基づいた

製品やサービスをセレクトすることは、自

7

然で当たり前になりつつあります。吉祥寺

には、実は 年も前からサステナブルな活

オンワード・リユースパーク吉祥寺は、

動を続けてきたショップがあります。

全国で唯一、オンワードが運営するリユー

スアイテムの専門店。百貨店内のショップ

Men

などでお客様からお引き取りした自社ブ

ランドの服や雑貨の中から、状態がよく

十分に魅力ありと判断した商品をク

リーニング後、再度ご提供しています。

「当社で生産した衣料品を資源として循

環させ、廃棄を無くすことを目指していま

す。お買い物の楽しみ方のひとつとして当

店の商品も選択肢に入れてもらえたら」と

オンワード樫山の大下さん。丁寧に陳列さ

店長

れている品物がリユース品とは驚くばか

Ladies

り。様々なチェック項目をクリアしてい

るとはいえど、納得できる状態か購入前

に確認することがリユースを上手に楽し

れるきっかけになったら嬉しいです！

むポイント。

気になっていたデザインや色を取り入

春に人気のブラウスやワンピースも

るのはここだけ !

続々と入荷。オンワード・リユースパーク

す。様々なオンワードブランドが買え

吉祥寺で、地球とお財布にやさしいお買い

チャリティー価格でご提供していま

物体験をぜひ！

カットソー 1,650円からなど、お得な

コロナに
負けない
！
吉祥寺時
間的 地元
応援活動

地元で楽しむ

おうちごはん gourmet

TAKE OUT

テイクアウトOK

DELIVERY

デリバリーOK

※条件等は各店舗へご確認を！

緊張と不安が続く毎日。こんなときだからこそ、小さな幸せを感じる心を忘れないで。

西久保

トラットリア

南町

ACQUA39 （アクアトレンタノーヴェ）

TAKE OUT

ハンバーガー

ALTBAU with MARY BURGER

TAKE OUT

DELIVERY

本町

カレー＆つけ麺

Cafe Montana

TAKE OUT

本町

カフェ&ダイニングバー

CAFE&WEDDING22

TAKE OUT

DELIVERY

パンテェロッティ 550円（税込）
ドリンクセット 750円
（税込）

アボカドチーズバーガー
1,280 円（税込）

モンタナドライカリー
1,000 円（税込）

アボカドクリームのチキンタコライス
900円（税込）

自家製のピザ生地を円形にのばしトマトとモッツァレッ
ラチーズ、
バジルを包んだミラノで大人気の揚げピザ。

ビーフ100％を使ったジューシーなパテ。女性に
人気のアボカドとチェダーチーズのバーガー。

モンタナ看板メニューのドライカレーをテイクアウト
でも！ 半熟卵を崩してからお召し上がりください。

当店人気NO.1！アボカドクリームチーズの 濃厚
ディップとピリ辛サルサソースが相性抜群。

武蔵野市西久保1- 3 -10 CHOUETTE MU
SASHINO1F ☎0422-38-6839
［休］月曜

武蔵野市吉祥寺南町1-1-10 MAビルディン
グ4F ☎️0422-26-9722 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町2-10-2 本町田中ビル1F
☎️0422-21-0208 ［休］不定休

武蔵野市吉祥寺本町2-12-6 グラニコビルB1
☎️0422-27-2281 ［休］不定休

本町

ダイニングバー

本町

bar&kitchen eos

スープカレー

Rojiura Curry SAMURAI. 吉祥寺店

TAKE OUT

TAKE OUT

DELIVERY

※プラス100円で大盛も承ります！

※ホットペッパーグルメからご予約可能です

本町

本町

ワインバル

Wine & Tapas Chill

TAKE OUT

メキシカンブリトー＆タコス

with PADDY

TAKE OUT

DELIVERY

メカジキのフィッシュ＆チップス
960 円（税込）

チキンと1日分の野菜20品目
1,620 円（税込）

白ハマグリのボンゴレビアンコ
1,400 円（税込）

ビーフブリトー
1,130 円（税込）

eos人気のおつまみ！自家製のタルタルにパリパリ
のフィッシュフライは、ビールにもぴったりです！

野菜と鶏・豚骨・煮干・鰹節等、
素材の旨味凝縮のスー
プカレー。
＋骨付きチキンレッグでボリューム満点に。

白ハマグリの出汁が 絶品の 平打ち生パスタ。他に
もパスタやタパスのテイクアウト多数ございます！

新鮮なお野菜をたくさん使ったNOジャンクなヘル
シーメキシカン。ボリューム満点で食べ応えあります！

武蔵野市吉祥寺本町1-21-9 1F
☎️0422-20-5109 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町2-27-2
☎️0422-27-6043 ［休］不定休

武蔵野市吉祥寺本町2-13-7 グランデール吉
祥寺ビル1F ☎0422-23-3160 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町2-11-9 1F
☎️0422-21-6532 ［休］月曜

※最新情報はインスタからもチェックできます

※営業時間についてはお問い合わせください

※その他の情報はインスタグラムをご覧ください！

※全メニューテイクアウトOKです

本町

南町

本町

本町

ビアレストラン

YONA YONA BEER WORKS 吉祥寺店

TAKE OUT

DELIVERY

イタリア食堂

イルキャンティ吉祥寺

TAKE OUT

タイ料理

クルン・サイアム 吉祥寺店

TAKE OUT

DELIVERY

長崎酒家 ／ちゃんぽん

吉祥寺 じげもんとん

TAKE OUT

国産鷄のローストチキン
HALF：1,940 円（税込）
FULL：3,780 円（税込）

各種テイクアウト
日替り弁当 864 円（税込）
パスタ 540 円（税込）

ガイ・パット・バイ・ガパオ・ラート・カオ
1,100円（税込）

皿うどん／紅ちゃんぽん
中サイズ 880 円（税込）

お味は沖縄産岩塩とハーブでマリネした「オリジナ
ル」
と10種のスパイスでマリネした「スパイシー 」
。

ほとんどのグランドメニューがテイクアウト対応。
テイクアウト専用オリジナルメニューも！

人気No.1のメニュー。半熟玉子を混ぜて、具材と
ご飯をご一緒にお楽しみください。

太めのもちもち麺にコク旨純白豚骨スープが絡む、
野菜たっぷりのオリジナルちゃんぽんです。

武蔵野市吉祥寺本町1-8-10 吉祥寺ビルB1F
☎0422-28-4740 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺南町2-6-1 尾崎ビル1F
☎️0422-48-2270 ［休］火曜（祝祭日除く）

武蔵野市吉祥寺本町1-8-24 小島ビルB1F
☎0422-29-7186 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 ダイヤガイB1
☎️050-5486-4171 ［休］無休

※よなよなエール公式のビアレストランです

※グランドメニューのテイクアウトは事前予約推奨

※その他のメニューはQRコードからご確認ください

※予約注文承ります

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、定休日や販売期間、メニュー内容など予告なく変更する場合がございます。詳しくは各店へお問合せください。

地元で楽しむ

おうちごはん gourmet

東町

インド料理

御殿山

シタール 吉祥寺北口 2 号店

TAKE OUT

DELIVERY

ベトナム／フレンチ料理

ベトナム フレンチ デサリータ

TAKE OUT

DELIVERY

本町

本町

焼き鳥

吉祥寺 ばぁど家

TAKE OUT

DELIVERY

カフェ＆ダイニングバー

MUSIC BAR&DINING

吉祥寺 Mojo Cafe

TAKE OUT

ランチカレーセット
（8種類）
1,026 円（税込）

ベトナム弁当
1,050 円（税込）

焼き鳥お弁当
1,296 円（税込）

スパイシー・ジンジャーカレー
1,200 円（税込）

バターチキンカレーやマトンカレーなど、本格的なカ
レーをお得にお楽しみいただけます。カレーはお好み
の辛さを選べます。チーズナンとのセットも人気。

春巻き、
揚げ春巻き他、
日替わりのおかずが入ったお弁
当は優しい味でヘルシー！フォーやサイドメニューも充実。

青森シャモロックを使用。弾力、食感、旨み、他の
鳥とは段違いです！タレ・塩味から選べます。

オープン以来13,000食ご提供！大好評のMojoオ
リジナル特製カレー3種類がお家でも楽しめます。

武蔵野市吉祥寺東町１-10-18
☎️042-221-2300 ［休］不定休

武蔵野市御殿山1-2-1 吉祥寺御殿山デュープ
レックスリズ1F ☎0422-24-9440［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町2-8-4 コスモス吉祥寺
B1F ☎0422-27-6699 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町1-12-4 2F
☎️0422-27-2676 ［休］月曜

本町

本町

本町

本町

※パーティー用の料理の予約も承ります

居酒屋

IZAKAYA kon

唐揚げ専門店

お弁当

吉祥寺 鶏寿

TAKE OUT

TAKE OUT

kon名物 サバサンド
1,000 円（税込）

からあげ弁当 587円（税込）
ご飯大盛
＋ 50 円
こべんとう
457 円（税込）
唐揚げ 100ｇ 248 円（税込）

※その他のメニューはQRコードからご確認ください

居酒屋

Maru

TAKE OUT

元八百屋直営の旬野菜バル

吉祥寺 八百屋バル

TAKE OUT

左: ぜいたく弁当 1,800円
（税込）
右:ミニぜいたく弁当 900円
（税込）

ロコモコベジメシ
864 円（税込）

脂の乗った焼きサバのサンドイッチはヤミツキになること
必至！日本酒の量り売りや、
おつまみのテイクアウトも。

サクサクした衣とジューシーなお肉の、ゴロッと大
ぶりな唐揚げ。お弁当もボリューム満点です。

系列店「金の猿」
（昨年末閉店）
で人気の高かったぜい
たく弁当を多くのご要望にお答えしてテイクアウト販売！

たっぷり旬野菜にボリュームハンバーグ。栄養バラ
ンスを整えてくれる女性にも男性にも人気の逸品！

武蔵野市吉祥寺本町2-13-6
☎️050-1261-8573 ［休］水曜

武蔵野市吉祥寺本町3-2-3 ラ・カシータ1A
☎️0422-21-6655 ［休］不定休

武蔵野吉祥寺本町1-13-6 古谷ビルB1
☎️0422-21-1569 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町1-10-14 2F
☎️0422-27-5667 ［休］月曜

本町

本町

※日本酒は180〜300mlの量り売りになります

ローストチキン専門店

ポヨ

お酒と食事の店

カヤシマ

TAKE OUT

TAKE OUT

本町

フランス料理

ブラッスリー・エディブル

TAKE OUT

※営業時間はTwitter、Facebookでご確認ください

本町

割烹和食居酒屋

酒と料理 かぶ菜

TAKE OUT

ナポリタン
800 円（税込）

おまかせオードブルセット5種
1,800 円（税込）

季節のお造りとおばんざいの盛合せ
一人前 3,000 円（税込）

ローズマリーで焼くローストチキンは絶品でワイン
との相性も抜群。

昔懐かしい甘酸っぱいカヤシマのナポリタン。ご自
宅でほっこりとした気持ちになれる味わいです。

シェフお任せのお得なオードブルセット。その日一
番の素材を使用。ご自宅でワインと一緒にどうぞ！

旬の魚と野菜を使用したお祝い事にぴったりな豪華
な盛合せ。内容はその日の仕入れにより変わります。

武蔵野市吉祥寺本町1-1-1 ハモニカ横町内
☎️0422-20-6151 ［休］無休

武蔵野市吉祥寺本町1-10-9 富澤ビル1F
☎️0422-21-6461 ［休］不定休

武蔵野市吉祥寺本町1-8-21
☎️0422‐23‐3903［休］第1月曜、毎週火曜

武蔵野市吉祥寺本町2‐10-1 B1F
☎️0422-21-7514 ［休］月曜

〈ローストチキン〉

国産ひなどり/ 100g 281円（税込）
大 山 地 鶏 / 100g 351円（税込）

※鶏のサイズによって、お値段が異なります。

※その他メニューもテイクアウト対応

※ご注文は閉店の30分前まで承ります。

※テイクアウトのご注文はお電話で承ります

※ご注文は前日まで。二人前より承ります

※新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、定休日や販売期間、メニュー内容など予告なく変更する場合がございます。詳しくは各店へお問合せください。

寿司屋さんがありました。

場所がこんなにも変化

から半世紀ほどで同じ

私が街を記録し始めて

３

その後そこが三和銀行に

す る と は 驚 き で す。 ま

吉祥寺

オンマイ

中神円（なかがみえん）
俳優・映画監督。好きなものは 台湾映画
と純文学とチョコレート。

バックナン バ ー＆定 期 購 読

地 域 密 着 型の フリーマガジンとして 創 刊し た

吉祥寺時間。飲食店、美容、カルチャーなど、

あらゆる分野にスポットを当てたお店紹介をメイ

ンに、企業様とのタイアップ企画やちょっと視点

を変えたコラムなど「一周回って、地元がいちばん
おもしろい。
」をテーマに工夫を凝らした誌面構成

を目指します。御社・貴店の「いいところ」を、

▲
お問い合わせ
フォーム

ぜひ紹介させてください。

料金について

https://kichijoji-time.com/

バックナンバー00〜06号 各1部ずつセット 300円
定期購読

12回分 3,600円

お店の詳しい情報は
各店のQRコードでチェック！

【お申し込み方法】
ハガキ/E-mail/FAXにて

カセット広告（定型）
1回掲載

50,000円〜

6ヶ月（6回掲載）

40,000円〜／1回

１年（12回掲載）

30,000円〜／1回

編集タイアップ広告
料金

1ページ

180,000円〜

※企画料、取材費、ライティング、制作費は
別途お見積ご提案致します。
※月々払いも可能 ※消費税別途

【各種お問い合わせ・申込み先】吉祥寺時間編集部

●郵便番号 ●住所 ●氏名 ●Tel ●メールアドレス

バックナンバーご購入の方は●ご希望の号 ●冊数
FAX／046-229-0802

E-mail／info@kichijoji-time.com

【お 支払い方法】
お申込み 後、
請求書を送ります。
振込手数料はお客様のご負担となります。

〒243-0013 厚木市泉町8-5 2F

30

☎070-6510-8801

ココ
から
アク
セス

column

マインド

吉祥寺

K ich ij o j i o n my mind

文／中神 円

写真／ 蓮井 元彦

結婚して夫と暮らし始めるまで、吉祥寺で一人暮ら

吉祥寺は自分には高嶺の花のような地だと思い、物

しをしていた。

分の良い物

件探しの候補には入れていなかったのだが、不動産屋

の担当に「アップリンクの座席まで徒歩

件があります」と勧められ、内見もせず即決した。

三階の角部屋、ベランダ付き、狭いけど良い部屋だっ

た。思い立ってふらりと映画を観に行き、酔い覚まし

に井の頭公園を散策した時間は夢のようだった。

新しい地での夫婦二人暮らしにも慣れてきた頃、わ

たしは宅配の宛先を変更するのを忘れ、荷物が吉祥寺

のマンションへ置き配されてしまった。

悩んだ挙句取りに行くと、見慣れたドアの前に荷物は

外から周ってマンションを見ると、ベランダに物干

ちゃんとあった。

し竿は掛かっておらず、剥き出しの窓が見える。どう

やらまだ空室のようだ。

そのことになぜかわたしは安堵した。

理解されないかもしれないが、別れた元彼にまだ彼

女がいないと分かったときの気持ちに似ている。早く

新しい住人が見つかるといいね。でも、見慣れない洗

濯物が干された３０８号室のベランダを見たら、きっ

と少し切なくなるに違いない。

5

オンマイ
マイ ン ド

［中神円出演作品］ 映画「空の瞳とカタツムリ」 ビッケブランカ MV「ウララ」

に
広 告 を 掲 載して み ま せ ん か？

ユニクロになる前は・・・

なったのです。しばらくす

さに街は生きていると

ニクロになったのです。

ると銀行の合併があって三

現在ユニクロがある場所に

菱東京銀行になり、さらに

実感しました。

は 年ぐらい昔中家という

三菱東京ＵＦＪ銀行にな

撮影：鈴木 育男

（らかんスタジオ）

愛しの３０８

Vol.06

りました。その後短期間 住

宅 展示場になり現在のユ

写真・公園通りの三和銀行（平成 6 年撮影）。右奥の高いビルは東急百貨店。

60

P R E S E N T ＿ 読 者 プ レ ゼ ント ＿
1

10名様

ノスタルジックガレージ より

「オリジナル ショッピングバッグ 」
海外のヴィンテージ生地から 軽量&ハイセンス
なトートバッグを作る当店からオリジナルショッ
ピングバックを10名様に。大容量サイズです！

2

※写真はすべてイメージです

3

1名様

株式会社ニシムラ精密地形模型 より

5名様

鍼灸HALLICO より

「立体地形地図」

「初回7,000円→2,000円」

３Ｄデータを精密な「模型、レプリカ」に作り上げ
るニシムラ精密地形模型。触れると山や谷などの
地形がわかる、凸凹のある日本地図を1名様に。

驚くぐらい痛みを感じない施術で身体の不調を
根本改善するHALLICOの 鍼灸治療を初回スペ
シャル価格でご提供。本当にお困りの方、ぜひ一
度体験してみてください。

お店の情報はP15へ

申し込みフォームにてご応募下さい。
ご希望のプレゼントを第
3希望までお選び下さい。①第1希望プレゼント番号 ②第2

ってこんなところ

希望プレゼント番号 ③第3希望プレゼント番号 ④郵便番

〜 吉 祥寺の お気に入りはココ！ 〜

号 ⑤住所 ⑥氏名 ⑦Tel ⑧性別 ⑨年代
（例：50代）⑩職業
（会社員、
公務員、
パートアルバイト、
学生、主婦、
その 他）⑪
本誌の感想、
ご意見

キラリナで働くスタッフさんに、吉祥寺の街にあるおすすめの
お店を教えてもらいました！ ぜひお出かけしてみませんか？

フルーツギャザリング

4 ５名様
店長さんの吉祥寺おすすめ店

ウンナナクール

5 ５名様
引田さんの吉祥寺おすすめ店

※当選者はメールでお知らせいたします。
【応募締切】2021年4月25日 消印有効

【お問い合わせ】株式会社日本デジタルワークス

『吉祥寺時間』
読者プレゼント係 ☎046-229-0819
【個人情報の取扱について】応募された方の個人情報は希

望された該当店舗に当選者情報を開示し、
店舗からのパンフ

レット等が送付される場合がございますのでご了承下さい。
ま
た、
感想は誌面にて匿名で使わせて頂く場合がございます。
そ
れ以外の第三者への開示は一切行いません。

読者プレゼント

お申し込みフォームはこちら▶

COFFEE HALL くぐつ草

ココナッツディスク

「1,000円（税込）お食事券」

「1,000円（税込）商品券」

地元に愛され続ける喫茶店。洞窟のような
店内でゆったりと過ごしてみては？

インディーロック・POPを 中心にCDや レ
コードがびっしり！音楽好きなあなたに。

設 置 店 リ スト
武蔵野商工会議所／お酒と食事の店 カヤシマ／ KAJA 吉祥寺本店／ランジェリーブティック瑠璃／
吉祥寺虎屋 茶寮吉祥庵／釣り堀カフェ Catch ＆ Eat ／大原商店吉祥寺本店／珈琲立吉／ケーニッヒ
吉祥寺／ SOMETIME ／ JOHN HENRY’S STUDY ／ゆりあぺむぺる／レモンドロップ吉祥寺本店／

『吉祥寺時間』で地元吉祥寺を

求人

一緒に盛り上げませんか？
お気軽にお問い合わせください。

ユニクロ吉祥寺店 2F マッピンジョージ／ハモニカキッチン／漬け物 BAR 4328（清水屋）／和風だ
いにんぐ 旅／ CAFE ZENON ／吉祥寺 ZENON SAKABA ／吉祥寺じぞうビル 1F ／ BOOKS ルーエ
／吉祥寺サーキット／ BAR ＆ KITCHEN eos ／白髭のシュークリーム工房／ M.j. Smile ／輸入酒の
かめや／アムリタ食堂／ BELBET 吉祥寺／ NAS 吉祥寺／ニチイケアセンター吉祥寺 ニチイ吉祥寺

自分のペースで お仕事できる！

配 布 ス タッフ 募 集

教室／ブング・ザッカ サブロ／多摩信用金庫 吉祥寺支店／キッコーマンこころダイニング 吉祥寺支
店／もろほし耳鼻咽喉科／医療法人社団 新洋和会 吉祥寺睡眠メディカルクリニック／ au ショップ
吉祥寺大通り／ EQWEL チャイルドアカデミー吉祥寺教室／有限会社 三協住宅社 サンロード店／
SEASONS ／ studio Leda ／ハイアルチ／ Maison Magnifique ／医療法人社団正友会 松井健診クリ

あなたのやる気を言 葉に替えて。

W E B ライタ ー 募 集

ニック／吉祥寺プレイス／からあげ専門店 吉祥寺 鶏寿／大型コインランドリー 晴れのち晴れ吉祥寺
店／チョップスティックス 吉祥寺店／ i-office 吉祥寺／星野珈琲店 吉祥寺店／山梨中央銀行吉祥寺
支店／イタリアントマトカフェジュニア 吉祥寺サンロード店／どいちゃん／イル・キャンティー吉祥
寺店／キャンティ・セテ／ DAIKOKUYA ダイヤ街店／ ACQUA39 ／ Hawaiian Kitchen pupukea ／
Grooming Salon Baton ／カフェドレジェール／武蔵境自動車教習所／マネードクター吉祥寺店／
THE NATURAL SHOE STORE ／弁天湯／アトレ吉祥寺／「吉祥まち案内所」パンフレットラック／
大阪屋酒店／ SERVE 吉祥寺店／ブルーバード／ノスタルジックガレージ／スモールノジッケン／ボ
ビナージュ青蛾茶房／ HOME PLANET ／ UPLINK 吉祥寺／ UQ スポット吉祥寺
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設置店募集
専用ラック（大or小）を 常設頂く
と、発 行ごと に スタッフが 吉祥寺
時間を設置・補充に伺います。とも
に街を盛り上げませんか。

［問］☎070-6510-8801（編集部）

井の頭線 吉祥寺駅直結。
〜キラリナは、皆様に愛されて、7 周年を迎えます〜
Vo l

07

これから吉祥寺。

☎ 0422-29-8240

発行 人／ 荒井 儒孝

キラリナ京王吉祥寺

［営］10:00 ～ 21:00（7F は 22:00 まで／ B1F キッチンコートは 22:30 まで）※一部、営業時間が異なる店舗があります。詳しくはホームページをご確認ください。
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