
各事業者への連絡の際は「大信パンフレットを見た」と

一言お声掛けください。



恵比寿 たつや 駅前店ビストロダルブル

🏠 渋谷区恵比寿南1-8-1 STM恵比寿ビル1Ｆ

☎ 03-3710-7375

🏠 渋谷区恵比寿南1-4-8

☎ 03-3760-0447

創業46年。「鮮度抜群」「うま

さ格別」「栄養満点」の「たつ

やのやきとり」を是非ご賞味く

ださい。また食べたくなるおい

しさです。

恵比寿駅徒歩2分、創業47年の

フレンチビストロ。「楽しい・

おいしい・健康に」をテーマ

に、素材を活かし理にかなった

最先端の調理法でお料理を提供

しています。

SOUL DRESSING
ソウル　ドレッシング

都会の喧騒を忘れさせる、静寂な

場所に佇む一軒家レストラン。

各地から厳選の、新鮮・安全な旬

の食材を鉄板焼でご提供します。

会食、接待、記念日など様々な

シーンでご利用ください。

恵比寿駅から徒歩3分の駒沢通

り沿いのビルにある居酒屋で

す。昭和55年から変わらず営業

中。魚料理を主体とした昔なが

らの大衆的な雰囲気が売りで

す。

🏠 渋谷区恵比寿南1-2-12 2Ｆ

☎ 03-3792-4167

和風料理 瀬川屋

🏠 渋谷区恵比寿西2-10-2

☎ 03-5459-7685

💻 https://www.souldressing.jp/

登川
とがわ

60年以上変わらず、関東ならで

はの蒸し焼きで丁寧に仕上げた

鰻はふっくらと柔らかく、非常

に満足いく逸品です。ご予約の

上、是非ともご来店ください。

🏠 渋谷区恵比寿西1-15-2

☎ 03-3477-0223

どんく

当店自慢のチキンカツは、圧巻

のボリュームで食べ応え抜群で

す！チキンカツの枚数はお好み

に合わせられます。また、ちゃ

んぽん・皿うどんも人気ですの

で、是非ともご賞味ください。

🏠 渋谷区恵比寿西1-14-2

☎ 03-3464-9676

吉住

素材にこだわった料理を提供。

一押しの「あさり鍋コース」は

勿論のこと、「和牛しゃぶしゃ

ぶコース」などを揃えておりま

す。

🏠 渋谷区恵比寿西1-20-6 中島グリーンハイツ1F

☎ 03-3496-8144

💻 http://ebisu-yoshizumi.com/

うな重（松）

店内飲食／テイクアウト

チキンカツ定食（5枚）

店内飲食／テイクアウト

あさり鍋

店内飲食／テイクアウト

ディナーコースB〈オマール海老とロッシーニステーキ〉 カレイの唐揚げ

店内飲食

カスレ

店内飲食
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店内飲食

やきとり・もつ煮どうふ

店内飲食
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💻 https://www.restaurant-hiromichi.com/

レストラン ヒロミチ

創業12年のフランス料理店。

ミシュラン1つ星を獲得した

シェフ小玉弘道氏が腕を振るっ

て安らぎの幸福なひと時を提供

いたします。月曜日が定休日。

オンライン予約も可能。

🏠 目黒区三田1-12-24 MT3ビル1Ｆ

☎ 03-5768-0722

渋谷川の近くで32年営業してい

る江戸前寿司屋です。基本コー

スだけでなく、季節のネタを取

り揃えております。

🏠 渋谷区東3-23-1

☎ 03-3409-3835 💻 https://sansho730.com/

店主の地元鳥取の食材をはじ

め、様々な産地の食材を使用

し、旬が存分に味わえます。

また、冬には当店自慢の松葉

ガニのコースが始まりますので

是非！

🏠 渋谷区代官山町8-16

☎ 03-6416-5980

魚国寿司

2020年に創業した酒類卸売・販

売店。農薬を使わずに製造され

た天然ワインを提供。(イタリ

アのワインが中心)お客様に最

適な一本を提供したいと考えて

おります。

創業26年を数える鮨処。新鮮な

お魚を使った「にぎり」(夜)、

「お刺身とアジフライの定食」

(昼)が人気です。日曜祝日が定

休日。恵比寿駅から徒歩6分と

なります。

季節料理 さん昇

🏠 渋谷区恵比寿1-22-17 オーワビル1Ｆ

☎ 03-3473-0032

🏠 渋谷区恵比寿南2-19-12

☎ 03-3793-0281

事務局：大東京信用組合 地域サポート部　　　☎０３-３４３６-０１２２

満寿
ますかわ

川

昭和50年からこの場所で営業す

る小料理店です。家庭的な料理

を提供し、アットホームな雰囲

気をモットーとしています。

🏠 渋谷区恵比寿南1-8-8

☎ 03-3711-1645

日本料理 すがわら

恵比寿の住宅街に佇む隠れ家。

1992年の創業から変わらない四

季折々の食材を使用した丁寧な

お料理と心和む空間をお楽しみ

下さい。

鮨 博一 Wine Boutique Kohaku
ワイン　ブティック　コハク

🏠 渋谷区広尾3-2-4

☎ 03-3407-3253

💻 「Facebook Wine Boutique Kohaku」で検索

五色納豆

店内飲食

2週間ごとに替わるコース料理

店内飲食

にぎり

店内飲食

琥珀色に輝くナチュラルワイン

ランチにぎり1.5人前(950円)

店内飲食

人参のムースとコンソメジュレ・ウニ添え

店内飲食
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店主おまかせコース（予約制）

店内飲食
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お取り寄せ／店頭販売



💻 https://yoshinogrigio.wixsite.com/grigio

☎ 03-6416-1698

🏠 渋谷区代官山町14-11

自慢のカレーは、ほどよい辛さ

でチキンもジューシーで、男女

問わず人気があります。

ガパオライスなど女性に人気の

メニューも豊富です。

是非お試しを！

ラーメン隊

ラーメンはしょうゆ・塩・とん

こつ・みそとバリエーション豊

富。土日が定休日。平日のラン

チのみ。11時半～14時半まで営

業。(月曜のみ14時まで)

🏠 目黒区三田2-7-18

☎ 03-3794-5520

成吉思汗
ジンギスカン

 ふじや

ジンギスカン料理店になりま

す。北海道出身のオーナーが自

ら地元で厳選したお肉を取り

扱っており、食べやすいと評判

です。

🏠 目黒区中目黒1-10-23 リバーサイドテラス1Ｆ

☎ 03-3712-8886

🏠 渋谷区恵比寿1-6-1

☎ 03-3448-8989

食堂グリージョ

創業34年、広尾駅徒歩1分。店

名「LA JOLLA」はメキシコ語

で「輝く宝物」。一押し「ブリ

トー」は勿論、テキーラ、ワイ

ン、ビールにマッチするおつま

みも豊富に揃えています。

当組合HPでも
ご覧いただけます！

💻 「貝鮮市場」で検索

惣菜・弁当 恵比寿中島

🏠 渋谷区恵比寿南3-1-27

☎ 03-3711-1210

💻 「恵比寿中島」で検索

　　〒１０５-８６１０　東京都港区東新橋２-６-１０

創業から半世紀…。自家製惣菜

店「恵比寿中島」は煮豆や煮

物、お漬け物など、昔ながらの

懐かしい美味しさを守り続けて

いるお店です。

貝鮮市場
かいせんいちば

当店は、新鮮な魚介類、無農薬

にこだわった料理が楽しめるお

店です。優しいライトの光に照

らされた落ち着いた雰囲気の店

内でお造りや焼物を楽しんで下

さい。

LA JOLLA
ラ・ホイヤ

時間をかけ、じっくり煮込んだ

ビーフがとろけるほど柔らか

く、まさに絶品です。その他、

ナポリタンやオムライス(14時

から)も人気です！

🏠 渋谷区東2-14-15

☎ 03-5466-9684

TAR-BOU80
ターボー80

🏠 渋谷区広尾5-16-3 小安ビル2F

☎ 03-3442-1865

💻 http://www.la-jolla.jp/

うの花（おからの煮物） 日替わり500円丼ぶり

ブリトー ビーフシチューセット

店内飲食

グリルチキンカレー

店内飲食／テイクアウト

隊員セット（ﾗｰﾒﾝ･ﾐﾆﾁｬｰｼｭｰ丼･ｼｭｰﾏｲ）

店内飲食
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大東京信用組合

店頭販売 店内飲食

店内飲食

ジンギスカン

店内飲食
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