
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。



🏠 港区南青山2-26-36

☎ 03-3401-2308

磯美
いそみや

家　本店

外苑前駅、青山通り沿いにある

天麩羅専門店。創業昭和14年よ

り継ぎ足されたタレを使用した

季節の天丼、厳選された海鮮を

使った海鮮丼のセットをご賞味

下さい。

💻 https://ggrt300.gorp.jp

☎ 03-3408-8150

旨味
うまみ

　游
ゆう

🏠 港区南青山3-2-4 セントラル青山No.6 2A

魚も肉もおいしいと人気！リ

ピーターが多い南青山の和食

店。天然ものにこだわり、毎日

豊洲で仕入れた新鮮な魚をぜひ

堪能ください。

🏠 港区南青山2-13-17

☎ 03-3402-8403

💻 http://tenpula.com/

昭和４４年当店創業時より毎日

継ぎ足しにて味を守り続けてい

る丼つゆは大変深みが有り、自

慢の野菜天ぷらに絶妙に絡みま

す。

てんぷら石原

💻 http://www.aoyama-ocha.com/

🏠 港区南青山2-18-2 福田ビル3F

☎ 03-3401-4188

中村園茶舖

明治15年創業で、静岡茶をメイ

ンに店主が厳選した茶葉を代々

伝わる専門店ならではの独自ブ

レンドを実践した香りと味のバ

ランスが取れたお茶を是非！

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！

🏠 港区北青山2-7-20 川志満ビル1F

☎ 03-3405-9539

川志満
KAWASHIMA

地下鉄メトロ銀座線「外苑前

駅」からすぐのレトロな雰囲気

で愛煙家が集う素敵なお店で

す。「コーヒーと手造りサンド

ウィッチ・おしるこ」がオスス

メです。

🏠 港区北青山2-12-15

☎ 03-3403-5521

外苑前　増田屋

昭和14年創業の蕎麦屋です。定番

の蕎麦メニューからトマト蕎麦等

変わり種のメニューが味わえ、蕎

麦好きにはたまりませんので、ぜ

ひお越しください。

🏠 港区北青山3-5-9 レイカーズ青山3F

☎ 03-3401-7883

💻 https://akaitsubo.tokyo/

赤い壺

東京都内唯一の唐辛子料理専門

店。4日間煮込んだスープは漢

方と唐辛子パワーで疲労回復に

効果が期待できます。

大東京信用組合

おしるこ・手造りサンドウィッチ

店内飲食

1

完熟トマトそば

店内飲食

2

赤い壺しゃぶ鍋

店内飲食

テイクアウト

3

上野菜天丼（ランチのみ）

4

店内飲食

日本茶

店頭販売

5

上天丼

店内飲食

6

お刺身定食・焼き魚定食

店内飲食

テイクアウト

7



原宿で買い物した後は「大炊

宴」でホッとひといき。新鮮馬

刺しにえびしんじょ、串焼き各

種等、種類豊富な料理をご用意

しお待ちしております。

🏠 渋谷区神宮前3-24-1 鈴木ビル1F

☎ 03-3405-5858

🏠 渋谷区神宮前3-1-21 坂本ビル1F

🏠 港区麻布台１-10-9　飯倉山雅ビル1Ｆ

☎ 03-3586-8296

☎ 03-6804-6726

💻 https://honkonyatai-g-1.owst.jp/

広東料理をベースに、オリジナ

リティーをふんだんに詰め込ん

だ中華料理屋。ジューシーなバ

ンパイアチキンが人気のお店。

甘辛いスパイスをつけて是非！

香港屋台G-1
ホンコンヤタイジーワン

大炊宴
だいすいえん

🏠 港区麻布台1-9-12

☎ 03-3584-2353

北海道産の小豆を使用した粒餡

に黒糖を練り込んだ生地に包

み、国産の風味豊かな米油でカ

リっと揚げたサクサク食感と香

ばしさをご賞味ください。

榎
　　えのきや

屋 伊太利亜亭

東京タワー近く、飯倉交差点そ

ばの老舗イタリアン店。

ボリューム満点パスタは、お腹

も心も大満足！食後のコーヒー

と併せ、安らぎのひとときを過

ごして下さい。

💻 http://www.michigami.com

麻布十番焼肉BULLS

🏠 港区麻布十番2-5-1 マニヴィアビル3F

📩 azabu10.bulls@gmail.com

牛タンの最も美味しい中心の部

分を使用し、通常輪切りで提供

するところを贅沢にスライスす

ることにより、究極の食感と旨

味を味わうことができます。

道上商事㈱

ボルドー生産者より直輸入。

89年仏で最も権威のあるブライ

ンドテイスティング1位の実力

シャトー。￥1,900のところ

21％OFF￥1,500＋送料

🏠 港区虎ノ門3-8-26 巴町アネックス5F

☎ 03-5473-0607 ☎ 03-6434-5418

とりまる

北は北海道～南は鹿児島迄厳選し

た鳥を、部位の特徴を活かし焼き

上げています。鳥飯、スープは勿

論、新鮮野菜を使った各種料理と

相性抜群の酒類も多数ご用意。〆

は絶品カツサンドで！

🏠 港区南青山3-8-2 OGビル１F

☎ 03-5775-3656

青山　紅
　　　べにや

谷

大正12年創業の表参道にある天

空の和菓子屋です。厳選した国

産の材料を用いた全て手作りの

甘すぎず上品なおいしさの和菓

子をご賞味ください。

💻 http://beniya-aoyama.jp

🏠 港区南青山3-12-12 紅谷ビル9F

☎ 03-3401-3246

つくね

店内飲食

8

豆大福

店頭販売
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お取り寄せ

12

プレミアムタン【一人前6,000円】

店内飲食

13

かりんとう饅頭

店頭販売

16

ナポリタン

店内飲食

17

バンパイアチキン

店内飲食

テイクアウト

19

刺身

店内飲食

20



🏠 渋谷区神宮前6-9-13

☎ 03-3400-6501

腹ペコを満たすボリューミーな

ご飯に注文を受けてからの手作

りホカホカ弁当の他、野菜いっ

ぱいの惣菜(安い!)が大人気で

す。

まるせい

豆乳専門店から取り寄せる材料

を使い、全てお店でつくるとい

うこだわりの自家製豆腐を使っ

たボリュームたっぷりで栄養満

点の料理を味わいください。

とうふ創菜Dining蒼
あお

🏠 渋谷区神宮前3-42-3 林ビルB1F

☎ 03-3408-8092

🏠 渋谷区神宮前2-15-15

☎ 03-3401-2910

精肉店から始まった地元の人に

愛され続けるお店です。サクサ

クとした歯ごたえと柔らかく

ジューシーなとんかつはロース

もヒレもオススメ！

とんかつ　まるや

西麻布交差点近くのお洒落な雰囲

気の店内で、「純系名古屋コーチ

ン」ブランドの鳥を使った料理を

フルコースで楽しめます。定番串

焼き以外にも、様々な創作料理を

ご用意しております。

🏠 港区西麻布2-25-24 西麻布ＦＴビル２Ｆ

☎ 03-3486-6366

🏠 港区西麻布1-4-50 沙梵ウエストワンビル1F

☎ 03-5843-1980

💻 https://r.goope.jp/bel-sogno-leo

宮崎県の食材を探求し、郷土色

豊かに進化したイタリア料理店

で、「Bel Sogno(ベルソー

ニョ)」は、日本語で「良い夢

を」の意。皆さまのご来店をお

待ちしております。

ベル ソーニョ

Basil
バジル

🏠 港区赤坂2-10-17 赤坂イーストビル2F

☎ 03-3505-1733

💻 https://www.facebook.com/Basil.tameike/

油やスパイスに頼らない「オリ

ジナルの自家製カレー」独特の

まろやかさ、コクが自慢です。

全て手作りの味をお楽しみ下さ

い。

西麻布TORI＋SALON
　　　　　　　　　　　トリ　アンド　サロン

秋田比内地鶏　きすけ

🏠 港区赤坂2-10-16 赤坂スクエアビル1F

☎ 03-5570-2810

鶏の味がしっかりする有名な親

子丼の専門店。比内地鶏を使っ

た親子丼で、食べた瞬間に分か

るほどの絶品さで、行列が絶え

ない程の人気となっています。

親子丼

店内飲食
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グリーンカレー

店内飲食／宅配

テイクアウト
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コース料理

店内飲食

14

お任せコース

店内飲食

15

とんかつ

店内飲食

18

とうふメンチカツ

店内飲食

21

からあげ弁当

店頭販売

22


