
神 宮 前 二 丁 目 新 聞 回 覧 板
2018 年2月号 神宮前二丁目で暮らす、働く、遊ぶ人からのさまざまなお知らせを集めた回覧板。次号は4月20日（金）発行予定!

みなさんの投稿お待ちしています。※掲載料は無料です。
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神宮前二丁目新聞 検索
ホーム→応募→「回覧板」への応募

WEBサイトに
応募フォームを設けています電 話  03-3478-1774

FAX  03-3402-5558
メール  jin2shinbun@pot.co.jp　
WEB  http：//jin2news.net

「回覧板」への
掲載希望は
こちらまで
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ト」を食べがてら、ぜひお越しくださいね。
	 	住所▶神宮前2-14-17➡❹／
電話▶03-6804-3736／営業時間▶月〜土
18〜24時（L.O.）／定休日▶日／特別企
画の詳細はFacebook「神宮前　irodori」
で検索

相続、債権回収、etc… 
地元の人のご相談に 
お答えします

「C-ens法律事務所」錦織さんより

神二にある法律事務所です。最近、「神宮
前二丁目新聞」経由で相続のご相談に来
られたかたからご紹介を頂いた、ご友人
が相談にいらっしゃいました。地元のか
たを支える存在になりたいと思っています。
初回相談料は無料、相続以外のご相談も
お受けしておりますので、お気軽にご連
絡ください。
	 	住所▶神宮前2-4-7➡❺／電
話▶03-6721-1597／営業時間▶9〜18時
／定休日▶土日祝

問い合わせ
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時／Facebook▶「ことり食堂」

2/28（水）まで

2月の特別サービス！ 
カーテンのクリーニング 
今なら中1日で仕上げます

「クリーニングシマダ」島田さんより

年末の大掃除で洗い損ねてしまったカー
テンはありませんか？　通常は中3日頂
くところ、今ならお急ぎ料なしの中1日
で承ります。クリーニング屋の閑散期で
ある2月限定の特別サービスです。
	 	住所▶神宮前2-13-6➡❸／
電話▶03-3401-5902／営業時間▶8時半
〜19時（水曜のみ3月末まで20時閉店）
／定休日▶日、祝

特別企画…3/24（土）までの毎週土曜

タイレストラン「irodori」 
3月末の閉店まで 
特別企画めじろおし！

「irodori」オーナー杉山文野さんより

LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・
トランスジェンダー）やいろいろな人が集え
る場所をつくろうと神二にオープンした
irodoriが3/31をもって閉店します。そこ
で3/24までの毎週土曜、クロージング特
別企画を開催！　渋谷区の条例から様々
な炎上問題まで素敵なゲストと一緒に語
り合いましょう。さらに2/26（月）〜
3/24（土）には、NHKでドラマ化され
るゲイ・エロティック・アーティスト田
亀源五郎さんの漫画『弟の夫』の原画展
も開催。irodori名物「神宮前二丁目ポテ

問い合わせ

2/23（金）

年に一度のB反市 
「つつみの日」に 
風呂敷セール開催！
風呂敷専門店「むす美」高橋さんより

「つつみ（2/23）の日」に、B反市を開催。
さまざまな色柄・サイズの風呂敷をこの
日だけのお買い得価格で販売します。ま
た、2/27（火）までの期間限定で、2点
以上購入されたかたには、無料で刺しゅ
う名入れを行うキャンペーンも実施中！　
刺しゅうに使う糸は15色の中から自由に
お選び頂けます。神宮前二丁目の皆さん
のお越しを楽しみにしています。
	 	場所▶神宮前2-31-8➡❶／
電話▶03-5414-5678／営業時間▶11〜
19時／定休日▶水／WEB▶http://www.
kyoto-musubi.com/

2/24（土）12時〜

唐揚げ・煮物を 
囲んで盛り上がる 

「茶色の会」に集まろう
「ことり食堂」中里さんより

「茶色いお弁当」って、冴えないものの代
名詞みたいに言われるけれど、揚げ物も
煮物も、茶色のおかずっておいしいもの
ばかり。この日だけは彩りなんて気にせず、
みんなで茶色いおかずをにぎやかに囲み
ましょう。
	 	住所▶神宮前2-3-28➡❷／
電話▶03-3478-5332／営業時間▶12〜15
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「回覧板」への
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こちらまで

神宮前二丁目新聞からの募集 「神宮前二丁目新聞」では、冊子版の誌面に登場してくれるかた、制作に協力してくれるかたを募集しています。
神宮前二丁目で暮らす人・働く人・遊ぶ人なら誰でもwelcome！

2018年4月発行「回覧板」への掲載
「使わなくなった家電を譲ります」「アルバイト募集
してます」「期間限定メニュー始めました」などなど、
神二の人にいま知らせたいことをご応募ください。
応募締切 	3/28（水）　掲載無料
発行予定日 	4/20（金）

絵や写真で協力してくれる人、募集中
イラストを描いたり写真を撮影したりするのが好き
なかた、謝礼のお支払いはできませんが、プロ・ア
マ問わず募集中。神二での取材に同行してもらえる
人も大歓迎！

隠れた達人発掘し隊
「本業とは関係ないけど、実はこんなことが得意です」
という人を探してます。とっておきの知識、技を神
二新聞で披露しちゃってください。自薦他薦、ジャ
ンル問いません。

ちょっと人手が足りません 
カレー店の 
パートスタッフ募集中
カレー&バー「MOKUBAZA」宮本さんより

昼・夜ともにちょっぴり人手が足りず、週
に1〜2日働いてくれるパートスタッフを
募集しています。時給は1,000円（22時
以降1,250円）。お気軽に応募ください！
	 	住所▶神宮前2-28-12➡❾／
電話▶03-3404-2606／営業時間▶ラン
チ11時半〜15時、ディナー19時半〜23
時半／定休日▶日、祝（月はランチタイム
のみ定休）

サンフランシスコ発の 
バッグブランド店 
正社員募集してます
バッグブランド「LEXDRAY」西さんより

昨年12月に神二にオープンした、バッグ
ブランド「LEXDRAY」の直営店です。店
舗運営を任せられる正社員を1名募集中。
経験は問いませんが、ディスプレイも含
め自分でイチから店舗をつくりあげたいと
いう気持ちがあるかた、プラス思考なか
たからのご応募お待ちしています！

	 	業務▶接客、通販対応など店
舗運営全般／応募資格▶20歳以上（経験
不問）／給与▶月給23万〜
	 	住所▶神宮前2-21-15➡10／
電話▶03-3405-2570／営業時間▶12〜
20時／定休日▶水
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します。「回覧板を見た」というお客様は
初回に限り15%OFFさせて頂きますので、
ぜひお試しを！
	 	住所▶神宮前2-30-5➡❼／
電話▶03-6447-4932／営業時間▶月〜
金11〜21時、土10〜20時、日10〜18
時／定休日▶火／WEB▶https://laughful-
hair.com/

大きな窓が開放的な 
ネイルサロンの 
スペース貸します
ネイルサロン「Awesome Blossom」原さんより

2席のみのプライベートサロンですが、大
きな窓からあふれる光で開放的なネイル
サロンです。現在、神宮前店での営業を
週1回程度にしているため、サロンスペー
スを使いたいかたがいましたらお貸しで
きます。整体、フェイシャルサロン、イ
ベント利用などなど、興味のあるかたは
ご一報ください！
	 	住所▶神宮前2-6-14　1階➡
❽／電話▶03-6434-9436／WEB▶
http://awesomeblossom-nail.com/
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神宮前二丁目新聞 回覧板 2018年2月号　2018年2月20日発行／3,000部（内2,000部各戸配布）／マット紙／90kg
発行●ポット出版　住所●神宮前2-33-18　ビラ・セレーナ303号室　電話●03-3478-1774　FAX●03-3402-5558　WEB●http://jin2news.net　

新人スタイリストの成長を 
応援してくれるかたに 
へアトリートメントサービス
美容室「MONOTYPE」野田さんより

外苑西通り沿いのビル5階にある美容院で
す。美容師学校を出て5年目になる当店の
スタッフ・ERIKOが1月からスタイリスト
デビューしました。得意なスタイリングは、
女性ならではのやわらかいヘアスタイル。
長所は誰もが認める明るさです。この回
覧板をご覧になったかた限定の特典を2つ
ご用意したので、ぜひお越しください。
神二特別メニュー 	①ERIKOご指名のかた
に4,000円相当のトリートメントを無料で
施術　②当店専属のセラピストによるボ
ディマッサージを先着10名様に半額で施
術（①、②のどちらもご予約時に「回覧
板を見た」とお伝えください）

	 	場所▶神宮前2-13-1	5階➡
❻／電話▶03-6459-2869／営業時間▶平
日11〜20時、土日祝10〜19時／定休日
▶火

冬の髪のダメージケア 
回覧板限定で 
初回15%OFF！
美容室「Laughful（らふる）」安田さんより

冬の間、乾燥や静電気で髪はダメージを
受けています。当店のポリシーである「お
客さまに末永く髪を楽しんで頂く」ために、
一人ひとりの痛み具合や髪質に合わせて、
オーダーメイドのトリートメントをご提案

問い合わせ


