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熱々、サクサクの串揚げで一杯

■℡0466-65-4694■藤沢市辻堂
2-9-10■17時～翌1時(L.o24時)
■水曜定休■串揚げ1本100円～

　辻堂駅南口から歩いてすぐ。ソースの2
度漬け禁止、キャベツおかわり自由の、串

揚げ中心の居酒屋。40種類もある串揚げは

カラッと揚げられ、油くささはなし。さら

りとしているのにコクがある特製ソースが

よく合い、「たくさん食べても次の日もたれ

ない」と、男女問わず人気が高い。店内は気

をつかわずくつろげる雰囲気。家族連れの

お食事から、お仕事帰りに軽く1杯の人まで、

様々な客層でいつもにぎわっている。

串かつ酒場  串堂

▲おまかせ盛合わせ
550円。右からカマン
ベール、しし唐、エビ、
ウィンナー、豚ヒレ。

支店だより

(5)第272号

辻堂団地
支店エリア

あなたの街のＡＳＡからお届けします

辻堂１～６丁目
辻堂西海岸１～３丁目

配達地域

つじ道ラーメン

　｢無添加･無化学調味料｣に加え、全工程

を｢手作り｣にこだわるのは、ひとえに｢お

客様が口にする商品に責任を持ちたい｣と

いう思いから。厳選素材を数十時間煮込み、

コクとすっきりした後味を両立したスープ

が、北海道産小麦粉を使った自家製麺と絶

妙に絡んで深い味わいを作り出す。広いテ

ーブルも用意されており、ファミリーでも気

軽に立ち寄れそう。ドリンク100円引きの

おトクな“ちょい飲みタイム”も好評！

つけ麺もあり！ メニュー豊富な本格派

■℡0466-37-3639■藤沢市辻堂
1-3-26■11時半～15時、17時
時半～翌1時■第3木曜定休

ラーメン注文
の上いずれか
一つ。
2011/2/31迄。
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おでんBAR　信濃屋

 引き戸を開ければ、そこは懐かしくてホ

ッとする“昭和な空間”。おでん鍋の中

では、定番ダネにプラスして｢かながわの

名産100選｣に選ばれた｢小田原おでん｣の

練り物もじっくりほっこり温められている。

継ぎ足しの薄口だし。マスターの“あっ

たか～な”会話とともに、優しくまろや

かな味わいが染みてくる。｢なんだか疲れ

ちゃった…｣。そんな夜に1人でぷらりと

立ち寄れる辻堂駅前の｢癒し処｣だ。

つかれた夜に、やすらぎおでん

■℡0466-33-3451■藤沢市辻
堂2-2-33（辻堂駅西口徒歩1分、
ホームから建物が見えます)■日

曜定休■18時～24時(L.O.23時
半)■アルバイト募集中！
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手頃な値段でお腹いっぱい!

■℡0466-33-4669■藤沢市辻堂
6-27-23■11時～22時■火曜定

休■P2台

　創業30年を迎える“老舗”。変わらぬおい

しさとボリュームが多くの常連さんに愛さ

れており、中には20年以上通っている人も。

　普通サイズのラーメン1杯が380円と飛び

抜けて安いのは、ガッツリ食べたい人が定

食とセットにしやすいように。定食の1番
人気は酢豚定食(850円)。続くレバニラ炒め(定

食＝600円)も、独特のクセがなくなるよう工

夫され、レバーが苦手な人や子供にも「これ

なら食べられる」と喜ばれている。

中華料理  大豊

　マッサージや鍼灸等の手技に加えて、姿

勢･歩行･呼吸を診察して体の内面からも働

きかける治療法を実践。院長の島田雅司さ

んは大学病院の統合医療(東西医学＋心身医

学)の現場で治療経験を積んだ、国内屈指

の鍼灸マッサージ師。肩こり、腰痛などの

慢性痛から、花粉症改善、原因不明の痛み

まで根気強く治療に当たる。最近は、減量

や美容に関する要望も。｢痛みは体からの

メッセージです。何でもご相談ください｣

諦めていた｢痛み｣にこれからの治療法

■℡0466-47-7317■藤沢市辻堂2-
7-15-901■9時～21時■休診日:土･
火(病院勤務)■4,200円45分～■鍼
灸マッサージ師＆トレーナー、
大学病院麻酔科客員講師、国際
統合医療大使

Comfort  Style
コンフォートスタイル

治療院
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　ルームシューズは｢ビルケン
シュトック｣。ドイツではリハ
ビリ用としても使用されている。

　｢安心できる空間で、患者さんの痛みと

向き合い、快方に導くお手伝いをさせてい

ただきます｣と話すのは、気さくでユーモ

アのある高橋真樹院長。オシャレで落ち着

いた雰囲気の院内は、整骨院に来ているこ

とを忘れてしまいそうな居心地の良さだ。

　電気治療器はオリンピック会場でも使

用されているという最新型のものを設置。

｢今まで、何を試しても治らなかったとい

う痛みも、ぜひ一度当院にご相談ください｣

オリンピック会場で使用の治療器を設置

まさき整骨院BONESETTER'S OFFICE

■℡0466-47-8768■藤沢市辻堂2-
1-7■平日10時～13時/15時～20時、
土曜10時～17時■日曜･祝日休診
■各種保険完備■http://masaki
seikotsuin.web.fc2.com
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きずな鍼灸整骨院

　爽やかな挨拶と人懐っこい笑顔に｢元気｣

をもらえる治療院。スタッフは20代～30代
の10名(うち女性4名)。老若男女だれもが親

しみやすい雰囲気で、お子様連れ･ベビー

カーもOKなので、ママさんも行きやすい。

　痛みの治療の他に、最近、｢耳ツボダイエ

ット｣も取り入れた。｢肥満は、肩や腰、膝、関

節の痛みの原因の一つです。当院では美容

ではなく、『体質改善』を目的とした減量を

提案しています｣(臼井剣吾院長)。

ヘルシー耳ツボダイエットで体質改善
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■℡0466-35-0354■藤沢市辻堂4-6-
14■9時～12時半/15時～20時(土曜
9時～14時)■日曜･祝祭日休診■各種
保険･交通事故･労災取り扱い、訪

問診療可■http://kizuna-s.com/

耳ツボダイエットカウンセリング無料

美容室　リッチ

　｢シンプルが一番！｣と語る稲場店長が辻

堂駅前にオープンして30年。自宅での再現

がラクなスタイル提案と安定した技術が地

元の支持を集め、現在では3世代で来店す

るお客様もいらっしゃるとか。

　店内はアットホームで懐かしい雰囲気。

｢ロング追加料金｣等はなく、価格設定も極

めてシンプルだ。店長がすべての施術を担

当するので、男性1人の来店やお子様連れ

も気楽に利用できそう。

地域密着♪ いつでも気軽に美しく

■℡0466-34-6150■藤沢市辻堂
2-9-11■9時～18時■火曜定休
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カット　3,500円

パーマ　7,500円

カラー　6,500円

*新規の方に限る
  2011年2月末日迄有効

　金･プラチナ(買取価格を毎日公表)やブラン

ド品の高価買い取りでファンを増やした｢湘

南台･かわい質店｣が、店舗拡大に伴って移

転し、昨年9月にリニューアルOPEN。店

内には様々な一流ブランド品がずらりと並

び、道行く人々の足を止める。査定コーナ

ーは対面式の半個室(完全個室も有り)。迅速･

丁寧な対応、買い取り額への満足度などから、

リピーターは横浜や鎌倉など他地域にも及

ぶ。｢質預かりシステム｣も“高値”預かり！

■℡0466-33-0078■藤沢市辻
堂2-6-16(辻堂駅南口より徒歩1分)
■10時～18時半(土曜は11時～18
時)■日曜･祝日･第1土曜定休■

www.kawai78.com

めざすは｢全国トップレベルの買取価格」

Select Shonan / かわい質店
(セレクト湘南)
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買取相場価格 同店買取価格

金
3,847円/g

プラチナ
4,872円/g

K24　　3,640円
K18　　2,780円
Pt1000 4,620円
Pt900   4,230円

1/12現在
手数料一切なし
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