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ホットサンド専門店 maple
ヘルシーサルサ
アットホームな店内でいただく
アツアツのホットサンドは期間
限定のものもあり種類が豊富で
どれも絶品。ランチやちょっと
した休憩時間にもぴったりで
す。

🏠 品川区中延3-2-4
店内飲食
☎ 03-3784-0291
💻 http://www.maple-nakanobu.info/

中真商店
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3

季節の野菜・果物・ぬか漬け

カゲンドラ カフェ
インドカレー２種とパスタセット

終戦後すぐ創業の歴史ある青果

インドカレーや洋食、パスタな

店。秘伝のぬか床で作る自家製

どのいろいろなお料理をお楽し

ぬか漬けは地元に愛される一

み頂けます。ランチタイムはナ

品！近隣住民の方は配達も行っ

ン食べ放題でボリューム満点の

ております！ぜひご利用下さ

メニューを沢山揃えています。

い！

🏠 品川区中延5-2-2 ザ・パークハウス品川荏原町101
☎ 03-3782-6126
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お取り寄せ
店頭販売／宅配

トルコレストランDEDE
牛肉のケバブ
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店内飲食

そば膳処 桂庵
かつ丼セット

ケバブを中心に経験を積んだ

こだわりの蕎麦や天ぷら、日本

オーナーシェフが手がける本格

酒など種類豊富なメニューを取

トルコレストラン！こだわりの

り揃えております。落ち着いた

詰まったおいしいトルコ料理を

雰囲気の店内で素敵なひと時を

お楽しみいただけます。

お楽しみください。

🏠 品川区中延5-6-17
☎ 03-3786-5600
店内飲食／テイクアウト
💻 https://turkish-restaurant-dede.owst.jp/
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🏠 品川区中延5-2-8
☎ 03-3788-3399
💻 https://khagendracafe.owst.jp/

🏠 品川区中延5-6-17
☎ 03-3785-2317
店内飲食／宅配
💻 https://katsuraan-shinagawa.gorp.jp/

ｲﾀﾘｱﾝ&ﾋﾞｽﾄﾛ荏原町 BISTRON
国産牛リブロース肉のタリアータ
荏原町駅前にある小さなレスト
ラン。まだまだ未完成のお店で
すが一人前になる為、ひたむき

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。

に日々精進してます。テイクア
ウト・デリバリー承り中です。

🏠 品川区中延5-7-4
店内飲食／宅配
☎ 03-6451-3143
テイクアウト
💻 https://bistron-ebaramachi.com/
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

焼肉 萬友苑
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のり平
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網しゃぶ（和牛）

信玄鶏の炭火串焼と肉巻野菜串

良質吟味、心尽しの店。こだわ

朝びきの鶏をていねいに串打ち

りの自家製キムチと、こだわり

し、炭火で焼きあげます。女性

のお肉を提供する町の焼肉屋さ

に人気の巻串もございます。

ん。テーブル・お座敷があり、
お子様連れもご利用いただけま
す！

🏠 品川区中延5-7-9 葛󠄀巻ビル2F
☎ 03-3787-0666
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店内飲食

🏠 品川区中延5-7-11

店頭販売

☎ 03-5702-6667

沖縄食堂 ととの店
ソーキそばとラフテー
沖縄直送の食材を使った愛情
たっぷりの家庭料理が荏原町で
ご堪能頂けます！昼はお得なラ
ンチメニュー、夜はオリオン
ビールに泡盛で乾杯サー！

🏠 品川区中延5-14-26

店内飲食

☎ 03-3786-8868
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まるやま食堂
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スタミナ定食

Bum Bun BLau Cafe
白トリュフの塩ラーメン

地元学生やサラリーマンで賑わ

３年連続でミシュランガイドに

う定食屋さん。気さくな店主の

掲載される人気店。体の中から

作るボリューム満点の定食は新

美しくをテーマに、天然素材を

潟産のお米を使用しています。

用いた自家製麺は美容に良く味
わい深いスープにもマッチしま
す。

🏠 品川区旗の台2-7-8

店内飲食

☎ 03-3786-2681
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焼肉だるま

🏠 品川区旗の台3-12-3 J-BOXビル２F
☎ 03-6426-8848
💻 http://bumbunblaucafe.com/
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焼肉定食

店内飲食

鮨英

極上海鮮丼￥800 蘭にぎり￥3,500

だるま自慢のランチメニュー！

５,０００円～飲み放題コース

キムチ、ナムル、サラダ、スー

2時間もあり、リーズナブルに

プにドリンク一杯ついてご飯は

本格江戸前鮨を堪能していただ

大盛無料です。お腹も心も満た

けます。おとりよせも充実して

される一品です！

おりますので是非お試し下さい
ませ。

🏠 品川区旗の台4-6-5 鈴木ビル2F
☎ 03-3783-6674
📩 dining.dharmasedai@gmail.com

店内飲食

🏠 品川区旗の台4-7-9 パル旗の台1F
お取り寄せ／宅配
☎ 03-3782-3133
店内飲食／テイクアウト
💻 https://sushi-hide.jimdofree.com/

さぬきや
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池上精米店
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鍋焼うどん

天空の郷

店主の作る手打ちうどんと、お

お米をおいしく食べてもらいた

つゆは関西風の甘くない黄金色

い店主の気持ちがあふれたお店

です。熱々のお鍋焼を是非ご賞

です。北海道から九州まで厳選

味下さい。定食や丼物、アル

したお米を取り揃えておりま

コール類、おつまみのご用意も

す。

してます。

🏠 品川区中延5-11-17

店内飲食

☎ 080-3736-3719

肉の丸萬
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🏠 品川区中延5-13-14
☎ 03-3781-9717
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店頭販売／宅配(近隣)

カフェリア（喫茶店）
昭和のナポリタン

国産和牛お晩菜用(A4,A5の和牛の切り落とし)
食肉組合から仕入れるお肉は新

マスター特製ソースで作る昭和

鮮でおいしく全て国産です。地

のナポリタンは地元に愛される

元に愛されるお肉屋さん、ぜひ

こだわりの一品です。またTV番

一度立ち寄りご家庭でおいしい

組「アメトーク」で紹介された

お肉をご賞味ください。

ピザトーストも大人気です！

🏠 品川区旗の台2-6-5

店頭販売

☎ 03-3782-7798

16 元祖月島もんじゃ くぅ 旗の台本店
月島スペシャルもんじゃ

🏠 品川区旗の台2-7-1

店内飲食

☎ 03-3785-8681
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新生湯

高濃度炭酸泉/コンフォート岩塩サウナ

夢が叶う「もんじゃ屋」として

入浴にフィットネス感覚をたっ

皆様に応援され常に元気と笑顔

ぷりと入れた新しいスタイルの

の人間力でお腹も心も満たしま

銭湯です。日々の健康増進にぜ

す。もんじゃの聖地、月島まで

ひお役立て下さい。

行かなくても城南エリアで食べ
れます。

🏠 品川区旗の台4-1-8 ANビル２F
☎ 03-3786-8120
💻 「もんじゃくぅ」で検索
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店内飲食

🏠 品川区旗の台4-5-8
☎ 03-3781-3476
💻 http://www.shinseiyu.jp/

居酒屋 楽縁
博多もつ鍋セット2～3人前
【楽天高評価４.９５】

大東京信用組合

【UberEats高評価４.８】楽天
５,２９２円➡組合員様限定価格
４,０００円(税込)で送料無料全
国発送致します。

🏠 品川区旗の台5-8-7 サンシティ101
☎ 03-6426-9820
📩 rakuen0202@e-mail.jp

当組合HPでも
ご覧いただけます！
お取り寄せ

