
銀座うち山

生産者さんの顔が見えるこだわりの

フルーツを使用したパスタが大人

気。特に桃は、桃＝クラッティーニ

と云われる程の人気を誇っている。

それぞれに隠し味的組み合せがあ

り、年中楽しめます。

2,000円～

銀座うち山名物焼ごま豆腐の基

本的要素の部分を取り出し、ご

家庭でも比較的簡単に雰囲気を

味わえるように工夫しました。

※アツアツの出来たても楽しめ

ます。

💻 http://toyojapan.jp/ 💻 https://www.cachette965.com/

和食の要素を取り入れたフレン

チをカウンタースタイルで提

供。懐石料理の美意識が存在す

る世界観は西洋と東洋の融合と

調和を感じさせる唯一無二のフ

レンチ。

気軽にフレンチを食べて頂ける

アラカルトメニューからしっか

り食べたい方向けのコース料理

を隠れ家的な落ち着いた空間で

ご堪能ください。

☎ 03-6273-3340

いし橋

💻 http://www.crattini.com/

　　CACHETTE965 銀座4丁目
　　　　　　　　　　　　カシェットクロコ

鮨 石橋正和 クラッティーニ 銀座

☎ 03-6264-7291

💻 https://www.ginza-uchiyama.co.jp/

🏠 中央区銀座2-12-3 ライトビルB1F

明治12年創業。ミシュランガイ

ド東京2010から一つ星を獲得し

続けるすき焼きの名店。女将の

み継承する割り下とからむ牛肉

は至高の味です。

要予約17,000円程度

細部まで温度、香り、熟成のタ

イミングを見分け最高のバラン

スを探求した「鮨」という芸術

品を心ゆくまでお楽しみ下さ

い。

要予約(30,000円 税別)

🏠 千代田区外神田3-6-8

☎ 03-3251-3580

🏠 中央区銀座3-12-19 楽心ビルB1F

☎ 03-6278-7339

🏠 中央区銀座8-5-8 かわばたビル3F

☎ 03-5537-8331

💻 http://masa-ishibashi.com/

   Restaurant TOYO Tokyo

🏠 中央区銀座4-3-9 クイーンズハウスB1F

☎ 03-6263-2965

🏠 千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷3F

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。

すき焼き(霜降り)コース

店内飲食

本格吉野葛と純白練ごま使用 自分で作る‟ごま豆腐"

店内飲食／お取り寄せ

フルーツパスタ

店内飲食

おまかせコース

店内飲食

965TKG

店内飲食

DINNER(コース料理) 12,000円(税サービス)

店内飲食
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木挽町よしや 　　Shang Shang 日本橋焼餃子

歌舞伎座路地裏に佇む98年の歴

史がある老舗和菓子屋。どら焼

きは、しっとりした皮と、最高

級北海道十勝産小豆を使用した

甘さ控えめの餡が特長です。

三越前駅から徒歩1分。プロの

点心師が旨味たっぷりの餃子餡

を丹精込めて毎日手作りしてい

ます。ちょい呑みから大人数の

ご宴会までOK。ご賞味くださ

い。

🏠 中央区銀座3-12-9

☎ 03-3541-9405

💻 https://kobikichoyoshiya.com/

🏠 中央区日本橋室町1-11-1

☎ 03-3278-0770

💻 http://www.1stop.co.jp/ 📩 opj710533850f5p@gmail.com

🏠 中央区新川1-9-9 🏠 中央区銀座4-14-19 第二カタヤマビル1F

☎ 03-5541-3188 ☎ 03-3546-7800

カリーシュダ 銀座 寿司周

多くの雑誌・ワイドショーで取

り上げられてきた名店。平日の

11：30～13：30のみ営業。19

種のスパイスを独自配合、ここ

にしかないくせになる味が楽し

めます。1,100円～

毎日自ら豊洲市場に出向き、長

年で培った目利きで仕入れた新

鮮なネタを、正統派の技術で握

る江戸前寿司をご賞味くださ

い。

☎ 050-5484-3318

💻 http://ginza-houen.gorp.jp

🏠 中央区銀座2-10-12

☎ 03-3541-7686

🏠 中央区銀座7-8-15 第2新橋会館6階

旨味を追求する本格派広東料理

店。干し貝柱・金華ハム等高級

食材を惜しみなくだしに利用し

たフカヒレの姿煮が自慢の逸

品。

コース料理 12,000円(税込)

銀座で昭和31年創業のラーメン

の名店「共楽」。長年愛され続

けてきたシンプルで正統派の

味。醤油感とあっさりした感じ

が好きな人におすすめの一杯で

す！

💻 http://kurodino.com 💻 http://tenshanfayway.com/

銀座　芳園 中華そば 共楽

🏠 中央区銀座3-4-17 銀座オプティカ6F 🏠 中央区日本橋室町1-13-1

☎ 03-5579-9815 ☎ 03-5255-7255

ristorante KURODINO
　　　　　　　　　　リストランテ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クロディーノ

火鍋専門店 天
テン

香
シャン

回
フェイ

味
ウェイ

ゆったりと落ち着いた大人の雰

囲気のお店で、心のスイッチを

オフにして食材が持つ季節の力

を感じ、贅沢な時間をお過ごし

ください。

数十種類もの天然の植物エキスを

抽出したスープで食する鍋です。

スープは素材の味すべてを引き出

したものでタレを必要とせず、食

材を入れて煮るだけでそのまま食

べることができる薬膳火鍋です。

各種コースディナー

店内飲食

Aコース

店内飲食

わんたんめん

店内飲食

フカヒレの姿煮

店内飲食

ラム肉カリー

店内飲食

江戸前寿司

店内飲食

海老餃子

店内飲食／宅配

テイクアウト

どら焼き

お取り寄せ／店頭販売
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舘田珈琲焙煎所千里浜

🏠 中央区銀座4-13-6

☎ 03-3543-0071

🏠 中央区銀座3-14-18 小野寺ビルB1

☎ 03-3545-2631

☎ 03-6263-0433☎ 03-6264-0913

🏠 中央区銀座1-19-12 銀座グラスゲート1F🏠 中央区築地6-18-3

良質な生豆を一粒ずつ人手で吟

味し、作り置きのない、焙煎し

たての新鮮なコーヒー豆をお届

けします。業務用向けOEM製造

も小ロットから承ります。

毎朝、市場から新鮮な魚を仕入

れ、その日のうちに安くて美味

しいお刺身を提供し、お米も石

川県の契約農家から取寄せてい

ます。是非食べに来て下さい。

本場ロサンゼルスで大流行して

いるポキボウルが日本に上陸!!

生野菜や刺身が沢山摂れる!!こ

の一皿で栄養を摂取しよう!!

米と豚は山形県高畠町の契約農

家から取り寄せ、鶏は鳥取大山

とりを使用しています。注文を

頂いてから調理し、出来たてを

お出しすることを心がけており

ます。

HAMAMORI西八丁堀 八眞茂登

💻 https://tateda-coffee.jp/📩 chirihama-tsukiji.com

🏠 千代田区麹町1-6-6

☎ 03-3261-9127

🏠 中央区銀座4-14-19

☎ 03-3248-6534

昭和30年創業の和菓子店。割る

と、粒がそろった大納言小豆が

そのまま顔を出す。甘さ控え目

ながら深いコクが味わえる逸

品。ビジネス需要多く品切れる

こともある。 1個151円～

地域密着の居酒屋で、唐揚げや

焼鳥などフレッシュな鳥料理が

拘りである。店主はレストラン

に勤めた経験を活かし、パスタ

やハンバーグ等も提供してい

る。

💻 https://hamamori.jp/

鳥泉 一元屋

🏠 中央区八丁堀4-8-8 斎藤ビル1F

☎ 03-6222-8755
🏠 中央区八丁堀3-15-10

☎ 03-3551-4456

昭和30年創業。シチュー・グラ

タンの専門店として歌舞伎座の

役者さんをはじめ、代々ごひい

きをいただいております。変わ

らぬ伝統の味でお待ち申し上げ

ます。

銀座　すし 小川 銀之塔

笑顔のひとつひとつに支えられ

「手間は嘘をつかない」をモッ

トーに江戸前寿司を提供してい

きたいと思います。昼・夜、共

にご贔屓の程宜しく。

大将のおまかせ握り ￥12,000

店内飲食

ミニセット(シチュー、グラタン)

店内飲食／宅配

テイクアウト

自家焙煎のスペシャルティコーヒー豆

お取り寄せ

店内飲食／テイクアウト

大盛刺身定食(1,100円)

店内飲食

自家製焼売と唐揚の定食

店内飲食

ポキボウル

店内飲食／宅配

テイクアウト

特製きんつば

店頭販売

唐揚げ

店内飲食
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🏠 中央区銀座3-8-15 アパ銀座中央ビルB1F

☎ 03-3535-9490

🏠 中央区銀座2-11-9

☎ 03-3541-1819

玉ねぎをたっぷり使用したふわ

ふわのハンバーグが楽しめるお

店です。18種類の材料を混ぜ合

わせた「激ウマ和風ソース」の

ハンバーグライスがオススメで

す！

AOI
エーオーアイ

🏠 中央区銀座4-3-2 銀座白亜ビル1F

☎ 03-3566-0010

💻 http://www.yomoda-soba.com/

吉澤

かめ幸

🏠 中央区銀座3-9-19

ダイナミズムなビジュアルとし

たたかな食感の山形田舎板蕎麦

が頂ける蕎麦屋です。蕎麦がメ

インのお店ですが、夜は山形料

理で山形のお酒をお楽しみくだ

さい。

🏠 中央区銀座4-10-6 銀料ビルB1F

☎ 03-3541-6261

☎ 03-3542-2981

💻 http://www.ginza-yoshizawa.com/

タレは毎日継ぎ足しながら使

い、じっくり煮込んだ風味よく

コクのある「純関東炊きおで

ん」と「季節物」を取り入れた

手料理を是非、ご堪能くださ

い。

精肉店としても名高い銀座の老

舗。厳選されたこだわりの雌牛

肉をすき焼、しゃぶしゃぶ、ス

テーキなど様々な形でご堪能く

ださい。

石松亭

よもだそば

『銀座で頑張るサラリーマン』

に、「良い食い物を、安く食べ

させたい」想いで、真心込めた

料理を提供していますので、気

軽に美味しい料理とお酒をお楽

しみ下さい。

銀座と東京駅日本橋にある立ち

食いそば店。自家製麺の生蕎麦

と様々なアイデアを取り入れた

インターナショナルそば、本格

的なインドカレーが人気です！

🏠 中央区銀座3-10-14 東銀1ビルB1F

☎ 03-3543-1647

旬のおいしい牡蠣と対馬の黄金

穴子がおすすめ。通し営業で、

いつでも、ちょっと一杯、

ちょっと定食、ちょっと牡蠣。

伊勢重

🏠 中央区日本橋小伝馬町14-9

創業1869年、東京一の歴史のあ

るすき焼店。炭火、手切り、吟

味、明治の文明開化を引き継ぐ

伊勢重の歩みが和牛文化そのも

のです。

かきしゃぶ屋

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！

山形田

☎ 03-6228-4087

💻 http://kakisyabuya.com/

☎ 03-3663-7841

💻 https://iseju.com/

🏠 中央区銀座3-14-5 銀座Jビル2F･3F

大東京信用組合

すきやき料理

店内飲食／テイクアウト

刺身の盛り合わせ

店内飲食

各種おでん

店内飲食／テイクアウト

特大かき揚げそばと半カレーセット

店内飲食

蔵王冷やし地鶏そば

店内飲食

ハンバーグライス

店内飲食／テイクアウト

特選和牛を使用したすきやき料理

店内飲食／宅配

テイクアウト

かきしゃぶ

店内飲食
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