
各事業者への連絡の際は「大信パンフレットを見て」と

一言お声掛けください。

組合員同士の絆



💻 https://etigoya.gorp.jp/ ｲﾝｽﾀ soba.kamata.sumiyoshi

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当組合HPでもご覧いただけます！

毎日仕入れる新鮮なお魚と奄美

大島郷土料理を提供しておりま

す。希少な40種類の黒糖焼酎が

味わえます。メニューに無い焼

酎もありますのでお声かけくだ

さい。

焼酎の酒粕をエサに使用した鹿

児島県の黒豚「黒宝豚」を使っ

て作られた肉厚なカツ丼。

「今まで食べたカツ丼No.1」と

言われる事もあります。

🏠 大田区蒲田5-25-5 🏠 大田区蒲田5-28-12

☎ 03-3739-8742 ☎ 03-3736-3702

🏠 大田区蒲田5-20-1

☎ 03-3733-8812

🏠 大田区蒲田5-24-9

☎ 03-3734-5726

飲み喰い処 えちごや そば処　寿
す

美
み

吉
よし

華香楼 蒲田東口店
かこうろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

おさかな お酒 蛸十

結構なボリュームがあり、家庭

的なやさしい味が最高！美味し

い本格中華料理が食べられる

リーズナブルなお店です。お気

軽にお立ち寄りください。

季節の新鮮な魚を豊洲市場より

仕入れております。毎週火曜

日、新潟の地酒『久保田』また

は『鶴の友』グラス一杯サービ

ス致します。

🏠 大田区蒲田4-15-8　シュロスバッカス2F 🏠 大田区蒲田4-22-14　柴原ビル1F

☎ 03-6424-5015 ☎ 03-3732-3541

💻 https://greatgermancookkam.wixsite.com/kamata/home 💻 https://kamata-de-wine.com/

　　グレート ジャーマン クック蒲田店 ワインショップICHIRIKI

ビール好きならぜひ一度、こだ

わりのドイツ風酒場‼ビール・

ワイン・カクテル・料理の品揃

えは自信をもってお勧めしま

す。

ソムリエの店主が用途に合わせ

ワインを紹介。

オリジナルオードブルや生ハム

(ハモンセラーノ￥800～)、

ナチュラルチーズ(￥600～)も

大好評です。

蒲田谷口商店

蒲田の老舗甘納豆★専門店。

代々受け継ぐ伝統の手法を頑な

に守って作り上げ、豆本来の香

り、旨みを感じるこだわりの甘

納豆です。

【5種類セット:税込1,500円】

🏠 大田区蒲田3-17-16

☎ 03-3735-0123

💻 http://www.kamata-taniguchi-shoten.com/

大東京信用組合

手作り丹波大黒大豆の甘納豆

お取り寄せ／店頭販売

本格ドイツ料理と厳選ビール

店内飲食／テイクアウト

選んで試せて食べられる老舗ワインショップ

宅配

店内飲食／テイクアウト

海老のチリソース

店内飲食／テイクアウト

新鮮な旬の魚

店内飲食

お刺身の盛り合わせ、黒糖焼酎

店内飲食

黒宝豚カツ丼（￥930）

店内飲食／テイクアウト
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📩 raisekaede@gmail.com

魚菜屋 なかむら

毎朝仕入れる新鮮な旬の魚介類

を心行くまでご堪能いただけま

す。ゆったりおくつろぎいただ

ける「魚菜屋 なかむら」で優雅

なひと時をお過ごしください。

🏠 大田区新蒲田1-9-14

☎ 03-3735-7707

💻 https://s-nakamura.gorp.jp/

北海道らーめん 奏

北海道といえば味噌ラーメン！

濃厚な味噌ラーメンは3種類！

その日の気分でチョイス！サイ

ドメニューもご飯物メニューも

豊富です。

🏠 大田区西蒲田8-22-3

☎ 03-5744-9133

📩 swamp0718@gmail.com

你好 恵馨閣
ニイハオ　　　　　　　　　　　　

元祖羽根付き餃子といえば蒲田

の「你好」。羽根付き餃子の生

みの親が腕を振るい、様々なメ

ディアに特集される超人気の本

家の味を、是非一度ご堪能くだ

さい。

🏠 大田区西蒲田7-45-1 イプセ蒲田2F

☎ 03-3736-2180

💻 https://www.nihao-k.com/keishinkaku/

ゆづる羽

淡路島産玉ねぎを丸ごと天ぷら

にした、当店自慢の一品。玉ね

ぎの甘さをそのまま味わえま

す。新鮮な野菜を豚バラで巻い

てサッと焼き上げた野菜巻き串

の数々。

🏠 大田区西蒲田7-29-3 第三久保井ビル3F

☎ 03-6424-5448

もんじゃ風月 蒲田店

お飲物も充実のラインナップ！

すべての食材にこだわりを持っ

たもんじゃと、丁寧に焼き上げ

るお好み焼きも絶品です。牛ス

ジ入りねぎ焼きが大好評！

月島店もございます！

🏠 大田区蒲田5-36-8

☎ 03-5703-5858

そば専門店 香取屋

創業1963年、お蕎麦を届け続け

て58年。素材の味を大切に美味

探求した、こだわりの蕎麦を提

供している街のお蕎麦屋さんで

す。

🏠 大田区西蒲田7-11-4

☎ 03-3738-8043

鉄板焼き　KURIYA

地下に佇むくつろぎの空間で、

こだわりの美味しい料理とお酒

が楽しめるお店。大阪出身の店

主が作るこだわりの大阪風・広

島風お好み焼きもぜひ！

🏠 大田区蒲田5-30-11 東京学生会館B1F

☎ 03-6424-4017

💻 https://okonomiyakikuriya.owst.jp

こづち食堂

ボリューミーで美味しい定食が

出てくる打出の『こづち』食

堂。アットホームな感じで、値

段以上のものを提供しています

ので、ぜひお越しください。

🏠 大田区蒲田5-36-6

☎ 03-3734-2660

大阪風・広島風お好み焼き

宅配

店内飲食／テイクアウト

唐揚げ定食

店内飲食／テイクアウ

ト

もち明太子もんじゃ・牛スジ入りねぎ焼き

店内飲食／テイクアウト

各地から選りすぐりのニ八蕎麦

店内飲食

丸ごと玉ねぎ天ぷらと野菜巻き串

店内飲食

羽根付き餃子

お取り寄せ／店内飲食

濃厚味噌ラーメン

店内飲食／テイクアウト

厳選仕入れした魚介料理

店内飲食／テイクアウ

ト
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☎ 03-6884-3903

📩 info@vinbien2015.com

『美味しいものをゆっくりと楽

しんでいただける空間』がコン

セプト☆ほっと一息つけるイタ

リアンカフェ。居心地のよさも

ポイントです！

マグロの刺身、海鮮丼、魚惣菜

の販売と、店内でのお食事がで

きます。また、百貨店の催事等

にも出店しております、専門店

のマグロをぜひご賞味くださ

い。

🏠 大田区新蒲田3-1-1 1F 🏠 大田区多摩川1-32-24

☎ 03-6715-5992

Wine café Vin Bien
ワイン　　　 　　　カフェ　　　　　　 バン　　　 　　ビアン

和泉水産

「イタリアン」「和食」のジャ

ンルを超えた、思わず頼んでみ

たくなる！こだわりメニューを

賑やかで楽しく、居心地の良さ

が自慢の空間でぜひご賞味くだ

さい。

毎日、豊洲に買い付けているこ

だわり鮮魚。個人店ならではの

四季折々のこだわり料理、串焼

きがお楽しみいただけます。人

気のカウンターは、ご来店前に

お電話を。

🏠 大田区西蒲田7-49-4　山貴ビル6F

☎ 03-5703-0018

🏠 大田区西蒲田7-64-7

☎ 03-3735-1957

　　蒲田スポーツばる 蒲田西口店 串幸

作っている所も見える！開放的

なキッチンが自慢のステーキハ

ウスです。特製デミグラスソー

スを使用したハンバーグやサー

ロインステーキをご賞味くださ

い。

南蛮カレーの味を引き継ぎ、

「キッチンすみっこと言えばカ

ツカレー」という人がいるくら

いの大人気のお店です。

🏠 大田区西蒲田7-12-12

☎ 03-3737-1576

🏠 大田区西蒲田7-23-6

☎ 03-3732-8458

　蓮沼 ステーキ びっくり亭 キッチン すみっこ

限定スペシャルランチは、にぎ

り寿司1人前に中トロ、うにが

入り、茶碗蒸しが付いたお得な

ランチです。お一人様から気軽

に入れる活気のあるお店です。

🏠 大田区蒲田5-36-8　三光ビル2F

☎ 03-3730-2939

すし処　福さき
限定スペシャルランチ(1日限定10食 ¥1,000)

店内飲食／テイクアウト

当店自慢のバベットステーキ

店内飲食／テイクアウ

ト

ボリューミーなカツカレー

店内飲食／テイクアウト

国産牛のローストポン酢

店内飲食／テイクアウト

新鮮な季節の魚介類

店内飲食／テイクアウ

ト

自家製スモーク豚の丼

店内飲食／テイクアウト

専門店の本格マグロ

店内飲食／店頭販売
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