組合員同士の絆

味の大番

ステーキハウス BILLY THE KID 赤羽店

からし焼き

テキサスステーキ

昔ながらの雰囲気のお店で、十

ウエスタン調店内でステーキを

条ならではの郷土料理で、和風

楽しめるお店です。胡椒だけの

の出汁にニンニク、甘辛の醤油

味付けのステーキに、ニンニク

に豆腐とバラ肉という和風麻婆

とマスタードをたっぷり、その

豆腐のような「からし焼き」を

上から醤油をかけて自分なりの

ぜひ！

味付けで！

🏠 北区上十条2-11-10

店内飲食／店頭販売

☎ 03-5993-4182

🏠 北区志茂2-64-8
☎ 03-3903-3112
💻 https://www.billy-the-kid.jp

すず な

ま

會津･喜多方らーめん 愛絆

か

満留賀
天ざるそば

喜多方らーめん(醤油)･會津山塩らーめん
會津・喜多方の本場のラーメン

十条駅から徒歩１分。自家製の

が東京で味わえます。主な材料

手打ちそばはコシがしっかり

は福島県会津産で、滋味あふれ

で、のどごし抜群。豊富なメ

る喜多方らーめんと会津の山塩

ニューを揃えていますが、中で

を使用した会津山塩らーめんが

も天ざるそばは一番のおすすめ

人気。

です。

🏠 北区上十条3-29-6
店内飲食／店頭販売
☎ 03-5948-5520
💻 https://ramen-restaurant-4315.business.site

🏠 北区上十条2-7-15

宅配／店内飲食

☎ 03-3905-0080

和田屋

さ ん さ ん と

燦燦斗
らーめん

🏠 北区中十条3-16-15

る

店内飲食

焼きとん

絶品チャーシューと濃厚であり

赤提灯に縄のれんという絵に描

ながらサラッとしたスープが太

いたような店構えで、地元に愛

麺によく絡んだ魚介系豚骨ラー

されるアットホームな居酒屋で

メンが美味しいお店。営業時間

す。メインの焼きとんの他、お

は18時から20時半までの2時間

刺身やアジフライ等の居酒屋メ

半です!!

ニューを是非！

店内飲食

🏠 北区中十条2-22-4
☎ 03-3907-4830

ご利用の際は「大信パンフレットを見て」と
一言お声掛けください。

店内飲食

トムボーイ

まつ屋

創作イタリアン、石窯焼きピッツア

丼ぶり・そばセット（ランチタイム）

自社農園で採れた新鮮野菜を素材

お洒落な雰囲気で地元に愛され

に、ひと手間加えた創作系イタリア

ているお蕎麦屋さん。日本酒・

ンをご提供します。石窯焼きピッツ

焼酎も取り揃えております。

アもお勧めです。

コスパ抜群、ランチセットメ

南池袋、大山東町、赤坂、渋谷106

ニューはお蕎麦の大盛無料で

道玄坂、渋谷円山町店もご利用くだ

す。

さい。

🏠 北区上十条1-11-10
宅配
☎ 03-3907-6939
店内飲食／店頭販売
💻 http://www.tomboy106.com/jujo/

🏠 北区上十条1-11-6

店内飲食

☎ 03-3908-3888

東京田事

十条もつ焼き 野々屋

ワッパ定食

プレミア芋焼酎・豚もつ串焼き

季節毎の「ワッパ定食」「旬の

当店では、入手困難なプレミア

おまかせ懐石」を、古民家風の

芋焼酎「魔王」「森伊蔵」「村

店内でご堪能ください。また、

尾」を取り揃えています。又、

健康と美味しさにこだわった特

大人気の豚もつ串焼き、ポテト

製ドレッシングを、店頭販売し

サラダ付のトリ唐揚げは生ビー

ております。

ルとの相性抜群！

🏠 北区上十条2-23-7
店内飲食／店頭販売
☎ 03-5993-3100
💻 http://www.tokyotagoto.com/

🏠 北区上十条2-7-12

店内飲食

☎ 03-5993-8805

魚一

靴のケンコクドウ

お刺身各種・信州そば

普段使いの男女国産サンダル多数取り揃え

新鮮な刺身と信州そばは勿論の

学校指定、通学用、介護用、上

事、旬の食材を用いた種類豊富

履き、スポーツシューズ、ケア

で美味しい料理をご提供してい

用品等多数の商品を常時取り揃

ます。味、ボリュームとも大満

え、皆様をお待ちしています。

足の人気ランチ「魚膳」もおす

駅前から十条銀座西通りに移転

すめです。

しました。

🏠 北区上十条3-4-10

店内飲食

☎ 03-3907-7749

🏠 北区上十条2-24-8 丹羽ビル1F
☎ 03-3909-7024

店頭販売

泡Awa de pizza

十条ペットショップ

マルゲリータ

プレミアムペットフード各種

自家製の生地を500度の石窯で

合成保存料・酸化防止剤等、

素早く香ばしく且つ小麦の香り

化学物質がほぼ無添加の高品質

が引き立つように焼き上げた本

「プレミアムペットフード」を

格pizzaとソムリエがセレクトし

多数取り揃え、毎日安心価格で

たワインの飲み放題が楽しめる

販売をしております。是非お立

お店です。

ち寄りください。

🏠 北区上十条3-24-1
店内飲食／店頭販売
☎ 03-6887-0835
💻 https://awadepizza.jimdofree.com/

🏠 北区上十条3-9-12
☎ 03-3907-5831

店頭販売

COTTON CANDY

蒲田屋

大型犬もお受けします

天むす

当サロンは、生後3か月前後か

ねばりと風味が特徴の富山県産

ら爪切り、シャンプーが苦手に

こしひかりをメインにアルカリ

ならないような練習を丁寧に行

イオン水で炊き上げ、職人が丁

い、ワンちゃんの健やかな成長

寧に握ったおにぎりは冷めても

をお手伝いします。

美味です。

🏠 北区十条仲原1-11-1
店頭販売
☎ 03-3900-5303
💻 http://www.dogsalon-cottoncandy.net/

🏠 北区上十条3-29-15

店頭販売

☎ 03-3906-2044

とんぼ玉とミクロモザイク 海津屋

チング

とんぼ玉･ミクロモザイク(体験ｷｯﾄ含む)

壺漬けカルビ

ガラスをバーナーで溶かして作

東十条駅から徒歩5分。店名は

るとんぼ玉、イタリアの伝統工

韓国語で「友達」を意味し、気

芸･ミクロモザイクを製作してい

軽に立ち寄れる焼肉店。ビビン

ます。体験教室も行っています

バ・キムチも絶品です。本場仕

のでお気軽にご参加ください。

込みの、納得の味をご堪能くだ
さい。

🏠 北区東十条4-7-18-2F
店頭販売／お取り寄せ
☎ 03-3927-2217
💻 https://www.kaizuya.tokyo/

☎ 03-3911-2939

店内飲食

ワールド

醸し屋 素郎 slow

ステーキランチ

和歌山地酒 紀土、山形地酒 はくれん

南北線志茂駅近くの人気洋食

赤羽一番通りの裏通りで、「醸

店。おすすめのステーキランチ

しマスター」が真心込めて日々

は、お財布にも優しくジュー

営業する和心酒場。80種以上の

シーで旨味濃厚、ボリュームも

日本酒と焼酎には、「今夜の鮮

満点。至福のひと時をお過ごし

魚刺身」と旬のおばんざいがベ

ください。

ストマッチです。

🏠 北区志茂2-55-1

店内飲食

☎ 03-3903-2037

みのや
ロースとんかつ定食【600円(税込)】

🏠 北区中十条3-17-4
☎ 03-3900-7080

🏠 北区東十条3-14-10 第3あら川ビル

🏠 北区赤羽1-39-8
☎ 03-3598-5465
💻 http://slow.japan-web.jp/

店内飲食／店頭販売

CASUAL FOOD AND SPOT

ベアーズ

コンビNO.1 鉄板焼き（3点盛合せ）

カリッカリの衣で包まれた分厚

34年間親子二代で、変わらぬ味

い質の良いお肉…ごはんとの相

を提供しています。チーズハン

性が抜群です！懐かしく変わら

バーグ・カニコロ・豚生姜焼の

ない味で、コストパフォーマン

盛合せ「コンビNO.1」がおすす

スの非常に高いとんかつ屋さん

め。「オムライスナポリタン」

です。

はお子様にも大人気！

店内飲食／店頭販売

🏠 板橋区稲荷台2-6 パールハイツ1F
宅配
☎ 03-3579-5934
店内飲食／店頭販売
💻 https://xn--cck5bxe5f.com/

一本堂

十条銀座店

一本堂食パン

ｱｼﾞｱﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾅﾏｽﾃﾋﾏｰﾙ
各種カレーセット

毎日食べても飽きない味。日常

本格的なインド・ネパール・タ

の食卓に幸せを。厳選した小麦

イの料理を味わえるお店。種類

を楽しみ、匠の技を味わう。食

豊富なカレーは、辛さが選択で

パンだけを追求した専門店の味

きるので、その日の気分で選ぶ

を是非ご賞味ください。

ことができます。ぜひどうぞ！

🏠 北区十条仲原1-28-10
☎ 03-3900-9717
💻 https://shokupan-ippondo.jp

店頭販売

🏠 北区十条仲原1-8-2

宅配
店内飲食／店頭販売

☎ 03-5924-9007

おまちどう

龍虎

がめ煮（筑前煮）

餃子

毎朝、利尻昆布と鰹節から出汁

当店自慢の餃子はニンニク未使

を取っています。丁寧な食材の

用・オール国産食材でお昼でも

下処理、家庭料理に近い優しい

安心して召し上がれ、テイクア

味付け…。

ウトＯＫです。ランチメニュー

仲宿店・板橋前野町店・

も豊富にご用意しております。

上板橋駅前店もございます♪

🏠 北区十条仲原1-2-6
宅配／店頭販売
☎ 03-5963-6790
💻 http://www.omachi-dou.com/

🏠 北区十条仲原1-2-2 山形屋ビル2F
店内飲食／店頭販売
☎ 03-3907-3906

玉屋

hair market

仙人ラーメン

カット・シェービング

メディア出演多数の老舗ラーメ

カットとメンズエステをセット

ン店。母と娘が作る愛情たっぷ

にした男前コース、肌がつるつ

り自慢の一品は、煮干しと鰹出

るになるレディースシェービン

汁スープが身体にも心にも優し

グが大好評！赤羽・田端・板橋

い「仙人ラーメン」です。ぜひ

仲宿の店舗もご利用ください。

ご賞味ください。

🏠 北区十条仲原2-3-8

店内飲食

☎ 03-3908-0068

🏠 北区十条仲原1-28-13 たつみやビル1F
☎ 03-5948-8685
💻 http://hair-market.jp/jujo/

楊 十条店

一期一会

汁なし担々麺･水餃子･四川麻婆豆腐

鉄板焼き料理

十条駅からすぐ近くにある中国

全国から取り寄せたこだわりの

家庭料理 楊。看板メニューの汁

焼酎とお手頃な『鉄板焼き』を

なし担々麺は、花山椒の痺れる

ゆったり満喫。多彩な逸品をご

辛みが癖になる美味しさ。皮か

用意しております。酒、料理、人
…“一期一会”の出会いを楽しんで

ら手作りの餃子も好評です。

下さい。お子様連れも大歓迎！

🏠 北区中十条2-22-4
☎ 070-6968-0212

店内飲食

大東京信用組合
当組合HPでもご覧いただけます！

🏠 北区中十条2-18-1
☎ 03-6874-8051

店内飲食

事務局：大東京信用組合 地域サポート部
〒１０５-８６１０ 東京都港区東新橋２-６-１０
☎０３-３４３６-０１２２

