街の 不動産屋さんがつ く る タ ウ ン 誌 。 住 む 知 る 文 京
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秋号

幸せを頬張る♪ 白山・本駒込のごちそう集めました
通うのが楽しみになる！ 茗荷谷エリアの名店集

広く！ おしゃれに！ 快適に！

Close UP!

インテリア＆
レイアウト術

“スポーツの秋 ” 到来！

各部とも元気に活動中
Interview

Vol.45.46

The Power of JKHome
実用春日ホームグループ社員にインタビュー！
⃝ 森永 凌督 ［実用春日ホーム株式会社 白山店］

⃝ 都筑 一郎 ［実用春日ホーム株式会社 茗荷谷店］

インテリア ＆
レイアウト 術

UP
!
Cl
os
e

広く！
おしゃれに！
快適に！

なんか窮屈…？
お部屋を広く
スッキリさせたい！
1. ロースタイル
家具は背の低いものを選んで、
天井までの空間を広く取ると開
放的になります。ローテーブル、
座椅子、クッションなどで床に
座って暮らすスタイルにするの
もおすすめ。

2. 視線を塞がない家具
配置した時に背後の空間・壁・床が
見える家具にすれば、窮屈さを感じ
にくくなります。
ガラス天板のローテーブルや背板の
ない棚、脚やフレームが細い家具を
選ぶと良いでしょう。

3. 色彩の工夫

4. 床面を見せる

お部屋を広く見せるなら、ベッドや
カーテンのような 広い面積には淡
い・明るい色を使うと◎。 濃い・暗
い色はアクセント程度に。
棚やテーブルには、壁や床と似た色
を選ぶとスッキリします。

床面が多く見えている方が広く
感じます。カーペットやラグは
床全体を覆ってしまわないよう
に、サイズを考慮しましょう。
なるべく床に物を直置きしない
のもポイントです。

『 家 賃 も 立 地 も 申し分なし ！

… でも ちょっと 狭い？ 収 納 足りる？

おしゃれにするのは 難しいかな … 』

こんなふうに 思っていませんか？

コンパクトなお部屋でも、工夫 次第で

快適に、おしゃれに 暮らせますよ ♪

5. スペースに 余裕をもつ
お部屋で筋トレする、誰か遊びに来るなど、
ちょっとしたスペースが 欲しい時もあります。
片付けが 簡単な折りたたみ式やキャスター付
き家具ならスペースを空けやすくなります。
お部屋で過ごす時間が長い人なら、ベッドで
なく布団にするのもアリですよ。

One Point Advice !

『いらないかも？』

お部屋を広くするなら物を減らすのが近道。
案外なくても平気な物までありませんか？
自分の生活スタイルに合った取捨選択を。
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UP
!
Cl
os
e

物が多くて…
収納スペースを
増やしたい！
1. ハンガーラック

友達・恋人を呼べる
おしゃれな
お部屋にしたい！
1. テイストの統一

クローゼットが小さい場合には、

ナチュラル、ビンテージ、シン

よく着る服はしまわずハンガー
ラックにかけて見せる収納に。

プルモダンなど、まずはお部屋
のテイストを決めます。

畳まないのでシワになりにくい

メインカラーは、ベースとなる

のも嬉しいところ。

床や壁の色を含め 3 色程度に
絞ると統一感が出ますよ。
ウッド調やアイアン系といった

2. ロフトベッド

壁

素材感にもこだわりを！

床

家具

家具

Main Colors

ロフトベッドは 圧迫感こそ否めません
が、下の空間を活用できます。
ハンガーパイプやカーテンをつければ

雑貨

雑貨

Accent Colors

2. ゾーニング

クローゼットに早変わり。ソファやデス

広さが 足りないとベッドとソファが
横並びになりがち。そんな時は棚、
カーテン、パーテーションなどで仕
切ると、リビングと寝室が ゆるく分
けられてメリハリのあるお部屋に！

クを置いたり、広さがあるのでいろい
ろ使えます。

3. 突っ張り棒の壁面収納
突っ張り棒を使った収納は、ネジ
や釘がいらず賃貸でも安心。
天井と床で支える突っ張り棚なら、
簡単に壁面収納ができます。
ワイヤーネットやパネルがついた
パーテーションタイプはフックを
つけて吊るす収納に。
空間を仕切ったり目隠しの役割も
果たします。

ゾーニングは来客時の目隠し以外にも
様々な効果があります。
デスク周りを仕切って集中できるよう
にしたり、キッチンを仕切って匂い移
りを予防したりもできます。

3. ソファを置くなら
2人掛けソファはお家デートの鉄板アイテム。
1人のときはゆったり使えるのも魅力です。
背の低いものなら圧迫感が少なく、奥行きは
浅い方が生活動線の邪魔になりません。肘掛
けがないものや片側だけのコンパクトなもの
なら置きやすいでしょう。

4. マグネット収納
マグネットで取り付けられる収納
グッズも便利です。
玄関ドアには傘立てやシューズホ
ルダー、冷蔵庫や洗濯機にはサイ
ドラックをくっつければ、狭い場
所も使いやすくなりそう。
One Point Advice !

『 ディスプレイ』

雑貨やコレクションを飾る時は「数を絞って
One Point Advice !

『 対荷重 』
4

突っ張り棒や吊るす収納には重量制限があります。

ゆったり」
「決まった場所に」配置。

重いものや割れもの、のせ過ぎは要注意！

雑然とせず、おしゃれに見せるコツです。
5

［白山］

豚丼 いまい

ぶたどん いまい

https://www.instagram.com/butadon_imai_tokyo/

豚丼に人生を賭けた男
今春オープンした豚丼専門店。こだわりの味
噌ダレに漬け込み、鉄板で焼いた分厚いお肉
がたっぷりの『豚丼』は食べ応え抜群です。お
肉は全て国産で、ヒレ・バラ・ロースなど一杯
で様々な部位が味わえます。 紅生姜や辛子マ
ヨネーズ、卵を入れても美味♪ オリジナル辛
味を加えた『豚丼マントル』
もおすすめです！

店主が人生を賭けた絶品『豚丼』。
ぜひ味わってみてください！
扌 唐辛子、ガーリック、
ナッツ類の辛味、
旨味、
食感が癖になる
『豚丼
マントル』
。

扌

三田線「白山駅」
の
A3出口を出てすぐ！
白木調で明るく清潔な
お店です。

扌

お肉の一切れ
が大きい！
！
ガッツリ食べたい
学生さんには、
学生証の提示で
ご飯が大盛りに
なる嬉しいサー
ビスがあります。

白山上

道
中山

03-6240-0293

住 文京区白山5-35-9
時 11：00 〜 14：30

旧白
山通
り

白山神社

三田線 白山駅

16：00 〜 22：00

休 日曜

幸せを頬張る 白山・本駒込のごちそう集めました
オーナーの“こだわり”
と
“心意気”
が 詰まった逸品を味わえる人気店を新発見！
［白山］

BOULANGERIE
ブーランジェリー アモニエ

［本駒込］

AMONNIER

Patisserie

LOP * EAR

パティスリー ロップイヤー

https://b-amonnier.com

https://www.instagram.com/lopear2013511/

行列のできるパン屋さん

かわいいケーキ屋さん

様々なパンと真紅の壁が映えるガラス
張りのスタイリッシュなパン屋さん。自
家製酵母と国産小麦にこだわって、工
夫を凝らした美味しいパンが魅力です。
今年4月のオープン以来大好評で、夕
方には完売してしまうのでお早めに。
Facebook や Instagramで 新メニュー
をチェックしましょう♪

本駒込駅すぐ、本郷通りに面した
洋菓子店。各地から取り寄せるこ
だわりの食材で作られたケーキは、
目にも美しく味も絶品！ 価格もお
手頃です。季節のケーキや焼き菓
子が充実していて、お祝いや贈り
物にもってこいですよ♪ 気軽に立
ち寄れて、世代を問わず愛される
素敵なお店です。

扌 全部試したい！ 種類豊富なバゲット
➡ フルーツたっぷり季節のデニッシュ♪

扌

自然な甘みが
美味しい立方体
のコーンパン。
03-6801-5010

南北線

本駒込駅
駒本小学校

郵便局
三田線 白山駅

扌 可愛いピンクの看板が目印☆

通り
本郷
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白山上

り
山通
旧白

［ 土曜 ］8：00〜17：00
［ 日曜 ］9：00〜17：00
※パンが無くなり次第終了
休 日曜
（第2・4・5）、月曜

➡ シュークリームは注文後に
クリームを詰めてくれます！

道
中山

住 文京区白山1-37-3
時［火〜金］8：00 〜19：00

向丘二

03-3828-1818

住 文京区本駒込3-1-2
時 10：00〜20：00
休 火曜

向丘二
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［茗荷谷］

［茗荷谷］

クラウンエース

そば・うどん

クラウンエース

きあん

紀庵

レトロな雰囲気のカレー専門店

コシのある太めのお蕎麦が美味

コスパ抜群で美味しいカレース
タンド「クラウンエース」
。上野
店が 有名ですが、こちらは茗荷
谷店。外観はレトロな印象でも
清潔感のある入りやすいお店で
す。ルゥは親しみやすい味わい
で、じわじわくる辛さにハマり
ますよ！ 安い、早い、うまいに加
えてボリュームも◎。 一度食べ
ればリピート必至です。

小石川植物園の近く、閑静な住宅街に
佇む「紀庵」
。打ちたて、茹でたての蕎
麦とうどんがいただけます。蕎麦とう
どんを両方味わえる
「合盛」が人気で、
つゆの濃さを選べますが「濃いめ」がお
すすめ！ 挽肉の入ったカレー蕎麦も絶
品です。おつまみや日本酒も揃ってい
るので、飲みに行くのもいいですね。

扌 人気のカツカレー。大盛りはかなりの量！
扌

懐かしさ漂
うショーケース
がお出迎え。

蕎麦とうどんの「合盛」。
食べ応えあります！

03-5689-0055

住 文京区小石川5-35-11
時［平 日］11：30 〜14：30

17：30 〜20：00
［土日祝］12：00 〜14：00
17：30 〜20：00
休 不定休

坂

小石川植物園

磨

播

白山三丁目

久堅公園

03-3811-7953

春

日

通
り

住 文京区春日2-10-13
時 11：00 〜18：00
休 不定休

春日通り沿い、黄
色い看板が目印です。

➡

郵便局

茗台中学校

坂

播磨

通うのが楽しみにな る！ 茗荷谷エリアの名店集
居心地の良さと確かな品質を求めて ずっと通い続けたくなるお店を新発見！
［茗荷谷］

Nail Salon

Raffem

ネイルサロン ラフィーム

https://www.raffem.net/

プライベートサロンで美しい指先を

03-6902-9821

住 文京区大塚1-4-15

交番

三徳

貞静学園
中学・高校
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丸ノ内線
茗荷谷駅

春

日

通
り

アトラスタワー茗荷谷 204
時［平 日］10：00〜 20：00
［土日祝］10：00〜 18：00
休 不定休
※最終予約はお手入れ内容
によって異なります。

扌 シンプル系から華やか系まで、上品で
個性的なネイルが自慢のお店です！

扌 カラーやデザインで迷った時はアド
バイスしてもらえます♪

こちらはハンド
ネイルのスペース。
ラグジュアリーな
空間で寛ぎなが
ら施術を受けら
れます。
フットネイルスペ
ースもありますよ。

扌

素敵なインテリアに囲まれた完全個室
のネイルサロン。施術は日本ネイリ
スト協会本部認定講師でもあるオー
ナーが担当してくれるので安心です。
甘皮処理（ウォーターケア）
を得意と
されており、丁寧なケアが 評判を呼
んでいます。茗荷谷駅から徒歩1分
とアクセスも抜群。上質な空間でゆ
ったりと、リラックスしてネイルを楽
しみましょう♪

扌 落ち着いた雰囲気の店内。待合室もオシャレ！

SPECIAL COUPON
初来店の方に限り、この冊子をお持ちいただくと
❶ か ❷のどちらかをサービス！（2020年3月末迄）
❶ 他店でのハンドジェルネイルの取り外し無料
❷ ハンドジェルネイル 1,000円 OFF
※ジェルネイル時にご利用いただけます。ご予約時にクーポ
ン利用とお伝えください
（その他割引との併用不可）。
※ハードジェル、スカルプチュアは利用不可。
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“スポーツの秋 ” 到来！

各部とも元気に活動中
フットサル部

ようやく涼しい風が吹くようになり、各部の活動も活発に
なってきました。フットサル部、陸上部も大会に向けての
練習に、これまで以上に力が入ってます。また、社外から
の参加も歓迎しています。一緒に楽しみましょう♪

ゴルフ部

野球部

ナイター

練習試合

さわやか

朝練日和

社外参加者
対戦チーム

各部で絶賛募集中！
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実用春日ホーム株式会社
店舗案内 LOCATION MAP

東京都文京区小石川1-9-5

5

1

12

3

後楽園 駅

東京都文京区根津2-15-13

根津 駅

白山 駅

茗荷谷 駅

LaQua

神田川

日

通
り

7

7 茗荷谷店

10

首都

り
新目白通

三菱東京
UFJ銀行

拓殖大学
文京キャンパス

なし

高5

号

江戸川橋 駅

13

子育地蔵尊

千石店

12

根津駅前センター

東京都文京区本郷4-16-5

東京都文京区小日向4-5-15

東京都文京区千石4-46-14

東京都文京区根津1-1-14

春日駅 A2番出口を出てすぐ

茗荷谷駅 3番出口から徒歩2分

千石駅 A4番出口を出てすぐ

根津駅 1番出口から徒歩1分

03-5805-0820
なし

5 西片店

03-6902-5021

9：30 〜18：30

03-5981-5081

9：30 〜18：30

なし

8 茗荷谷駅前サテライト

11

03-3822-6150

9：30 〜18：30

水曜日

富坂サテライト

13

なし

江戸川橋駅前サテライト

東京都文京区西片1-15-7

東京都文京区小日向4-7-12

東京都文京区小石川2-1-2

東京都文京区関口1-10-11

春日駅 A6番出口を出てすぐ

茗荷谷駅 3番出口を出てすぐ

後楽園駅 4b出口を出てすぐ

江戸川橋駅 2番出口から徒歩1分

03-5684-0805

03-6902-5023

9：30 〜18：30

水曜日

6 後楽園店

9：30 〜18：30

水曜日

03-6866-1230

9：30 〜18：30

水曜日

03-5206-5300

9：30 〜18：30

水曜日

9 白山店

東京都文京区春日1-15-9

東京都文京区本駒込1-2-5

後楽園駅 4b出口を出てすぐ

白山駅 3番出口から徒歩2分

03-5804-0855

9：30 〜18：30
14

春

東京ドーム

03-5684-0891

9：30 〜18：30

南天堂
書房

第一中学校

8

4 春日町店

9

小石川五
郵便局

3 小石川店

9：30 〜18：30

東洋大学
白山キャンパス

窪町小学校

文京シビックセンター

水曜日

後楽園駅 8番出口を出てすぐ

千石図書館

白山神社

03-3822-1617

東京都文京区小石川2-22-4

千石駅

文京千石
郵便局

白山上

根津駅 1番出口から徒歩2分
9：30 〜18：30

10

り
通

東京大学
浅野キャンパス

4

11

6

2 根津店

問

り
山通
旧白

水曜日

言

千石緑地

こんにゃく
えんま

春日駅 A5番出口を出てすぐ

03-5684-0801

2

根津小学校

春日 駅

1 本店

9：30 〜18：30

り
通
山
白

り
通
忍
不

白山 通り

13

駕籠町小学校

根津図書館

水曜日

03-3830-7055

9：30 〜18：30

賃貸・売買の仲介や賃貸管理など不動産のことなら、
ぜひお近くの実用春日ホームへご相談ください！

水曜日
15

Information

オーナー様 大 募集！
一戸

建

ョン
マンシ

土地

収益物

件

求む！売却物件・賃貸物件
文京区で創立して19 年［ 実用春日ホーム］
にお任せ下さい！
文京区内に13 店舗！地元密着ならではの営業力！

ご相談、お問い合わせ

実用春日ホーム
（株）白山店

03 - 3830 -7055

実用春日ホーム
（株）茗荷谷店

03 - 6902 - 5021

当社のホームページをぜひ 一度 御覧ください

www.jkhome.com

担当者の「生の声」で、文京区の最新情報をお知らせしています。

売買

物件情報は
随時更新！

賃貸
事業用物件
スタッフブログ
タウン情報
etc.
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