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猶井小鳥店・AQUARIUM SHOP NAOI
祝！キラリ輝く個店準グランプリ受賞
今年の 1 月に 「第１回世田谷キラリ輝く個店グランプリ」 の発表があり、 用賀の用賀中町通り沿いにある 「猶井小鳥店 ・ AQUARIUM
SHOP NAOI」 さんが見事 「物販 ・ サービス部門」 の準グランプリ （世田谷区議会議長賞） に輝きました！自分で応募したわけでは
なかったので受賞の連絡をいただいたときはビックリされたそうです。 そこで今回は「猶井小鳥店・AQUARIUM SHOP NAOI」を大特集！

♥世田谷キラリ輝く個店グランプリとは
世田谷らしい魅力があり、 地域と商店街を元気にしている個店を、 「店舗デザイン」 「商
品力」 「接客」 などの視点から、 中小企業診断士や商店街関係者などからなる審査会で検
討し、 表彰するもの。 第 1 回目の今年は、 世田谷区民の皆さんから 150 の応募があり、 そ
の中から 10 店舗が選ばれました。 受賞店舗はどのお店も入りたくなる工夫やイチオシ商品
の魅力があるのはもちろん、 店主の魅力が溢れるお店ばかりです。 審査方法はミシュラン
ばりにまず審査の数日前に審査員がさりげなくお客様としてお店に訪れ、 その後審査チー
ムが来店するという方法だったそうです。 皆さんも 3 つ星店舗を是非訪れてみてください！

♥猶井小鳥店 ・ AQARIUM SHOP NAOI 用賀 4-14-23 水曜定休
小鳥と金魚 ・ 熱帯魚に特化した店舗運営をしているお店です。 創業は昭和 25 年ころ。 当
初は近隣の農家が飼うニワトリの餌を扱っていたそうです。 その餌も初代が自分で配合して
いたというこだわりのお店。 しかし、 ニワトリ農家の減少にともない小鳥を扱うようになり、
その後、 金魚や熱帯魚を扱うようになったそうです。 今は 2 代目の池田美奈子さんが小鳥
3 代目の池田惣一郎さんが金魚 ・ 熱帯魚の担当と役割を分けてお客様の対応をされています。
遠方からのお客様も多く、 深沢の某大物政治家先生もお得意様だとか。 CM やドラマにも猶井
さんのお店の小鳥や金魚 ・ 熱帯魚が使われているそうで、 受賞も納得のお店です。
受賞に関して美奈子さんは 「受賞の連絡をいただいたときは、 うちでいいのかと思った。」
惣一郎さんは 「売上を上げようと一生懸命やってきたことが評価されたのだと思う。 そうい
う意味でこれからも賞に恥じないように今までしてきたことを今まで通り続けていきます。」
とのこと。 お二人にお店を継ぐときはどのような気持ちだったかをお聞きしたらお二人とも
「自分がやらないとこのようなお店がなくなってしまうという気持ちと小さいころからお店を
手伝っていたのでお店を継ぐのは自然な流れであった。」 ということでした。 高校生のころか
ら仕入れも手伝っていたという惣一郎さんはその時から 「いつかはお店を継ぐんだろうな」 と
考えていたそうです。 代々受け継がれた伝統と優しく美しい愛に満ち溢れた猶井小鳥店さん。
皆さんも是非一度お立ち寄りください。
右から池田美奈子さん、 3 代目惣一郎さん
4 代目？美花ちゃん、 優子さん

★詳しくはお店のホームページで、 「猶井小鳥店」 で検索してみてください！

♥猶井小鳥店 ・ AQARIUM SHOP NAOI ちょっと気になる小鳥 ・ 金魚 ・ 熱帯魚

マニアの憧れの黒頭紫胸コキン鳥

名前も楽しい出目ピンポンパール

初心者向けセキセイインコ

憎めない顔の出目金

* てくたくアサッチ＃45「天神溜池跡」上用賀 1-8 *
ここは江戸時代の中期、享保 5 年（1720）に用賀村の人たちが田んぼに使う水を
溜めるために作った池の跡です。当時、池は広さが約 1000 坪あって三つに分かれ
ていました。池の西、小高い所には天神様の社がありましたので、村の人たちはこ
の池を天神の池と呼んでいました。この池の水は田んぼに水を送りながら谷沢川と
なって、下流で等々力渓谷を通って多摩川に流れていきました。
この池は昭和 10 年ころ、この辺りの道路整備工事の時、すっか
り埋め立てられ、今は住宅地に変わっています。そして、その一
部が天神児童遊園になっています。

Part1

ひな鳥の体重は毎日管理して愛情豊かに育てています！
小鳥担当の池田美奈子さんは、 ひな鳥の体重を毎日量って管理しています。 餌をどれくらい食べたのか？体調はどうなのか？
体重を量るとひな鳥のいろいろなことがわかるそうです。 その体重の変化はホームページで公開されているそうです。 密かにファン
が付いているそうで 「○○ちゃんの体重が増えましたね」 といったコメントが寄せられるそうです。 小鳥を我が子のように育てる美奈
子さん。 生き物に対する個店ならではの気配り思いやりが感じられます。 熱帯魚の水槽にも 「現在治療中」 の紙が貼られた水槽があ
りました。 見ただけでは素人にはわからない病気もプロの目にはしっかりわかるのですね。 小鳥 ・ 金魚 ・ 熱帯魚のことに関しては何
でも相談に乗ってくれる池田さん親子。 ネット通販には無いお金では買えないサービスに満ち溢れています。

♥猶井小鳥店 ・ AQARIUM SHOP NAOI

ちょっと気になる小鳥 ・ 金魚 ・ 熱帯魚

Part2

色鮮やかなヒノマルチョウ

オカメインコのひな

十姉妹のつがい

綺麗！カージナルテトラ

ゴールデンハニーグラミー

黒蜂

メダカです！

ベルベットブルーシュリンプ エビです！

ランチュウと尻尾が美しい蝶尾

ランチュウ

和金

これぞ金魚

イエローコメットとサラサ和金

コキンチョウのひな

♦「第１回世田谷キラリ輝く個店グランプリ」 受賞結果♦
＜飲食部門＞
＜物販 ・ サービス部門＞
グランプリ ： デギスタシオン （成城 / 本格フレンチ）
準グランプリ ： パイ焼き茶房 （尾山台 / 喫茶）
特別賞 ： さんぱち食堂 （千歳烏山 / ビストロ）
特別賞 ： 二合半 （千歳烏山 / ふぐ季節料理）
特別賞 ： ヒポポタマス （松陰神社 / ハンバーグ）

グランプリ ： 枡屋酒店 （駒沢 / 酒屋）
準グランプリ ： 猶井小鳥店 ・ AQUARIUM SHOP NAOI
特別賞 :EDOYA( 祖師ヶ谷大蔵 / イタリアワイン ・ 世界のビール）
特別賞 ： めいく FUJIYA （経堂 / 化粧品）
特別賞 ： 千歳虎屋 （千歳船橋 / 和菓子）

ご自宅まで配達します！ 2017 年
アサッチのオススメ本！ 2 月
「おんな城主 直虎」完全読本
産経新聞出版

定価：1000円（税別）

2017 年 NHK 大河ドラマ「おんな城主 直虎」を 10 倍楽しく見るための必須ガイド本。
出演者や森下佳子さん（脚本家）らのインタビューで、ドラマの舞台裏をチェック。
ストーリーのあらすじは、歴史用語解説付きでわかりやすい。
井伊直虎ゆかりの地のガイドブックとしても活用できる。
松平定知さん（元 NHK アナウンサー）の紀行文も読み応えたっぷり。
そのほか、ドラマに関連した読み物や情報が盛りだくさんの珠玉の一冊。

