


　
　

お山の杉の子

昭和56年の開店以来、四国直送

の煮干しと北海道産の上質昆布

を使い、薄口しょうゆのみで味

付けした当店自慢の出汁を是非

一度ご賞味下さい。

🏠 世田谷区三軒茶屋1-34-11

☎ 03-5486-0094

💻 http://www.oyamanosuginoko.com/

とんがらし

「美味しいだけでなく体に良い

物を食べてもらいたい」をモッ

トーに、疲労回復や免疫・お肌

などに効果のある栄養をしっか

り取れるカレーになっていま

す。

🏠 世田谷区三軒茶屋1-41-12

☎ 03-3487-1401

焼鳥 月山

四年連続で「焼鳥達人の会」に

招致され、「瞬間燻製焼鳥」と

いうモダン焼鳥スタイルを確

立。山形の契約農家より上質な

食材を直送してもらっておりま

す。

🏠 世田谷区三軒茶屋2-10-16

☎ 050-5268-9836

💻 https://winebito-gassan.com/

niebana
ニエバナ

肉じゃがや出汁巻玉子などの定

番料理をはじめ新鮮な食材で作

る料理、又、大釜で炊くごはん

など和食を堪能できるお店で

す。皆様のご来店お待ちしてお

ります。

COSHIRAE

12種類の産直野菜を使った

COSHIRAEサラダは、ヘルシー

でお腹がいっぱいになる自慢の

メニュー。自粛生活で栄養が偏

りがちな方にもおすすめです。

🏠 世田谷区三軒茶屋2-43-20 錦ビル1Ｆ

☎ 050-5457-8520

長崎

長崎生まれ長崎育ちの店主が切

り盛りし、本場の味を堪能でき

るお店です。テレビでも数多く

取り上げられて、行列の絶えな

い三軒茶屋屈指の人気店です。

🏠 世田谷区三軒茶屋2-14-10 ローヤルマンション1Ｆ

☎ 03-5787-8237

🏠 世田谷区三軒茶屋2-15-1

☎ 03-3422-4839

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。

カレーうどん・おじやうどん

店内飲食
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豚バラ軟骨カレー

2

粋香焼鳥コース

店内飲食
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店内飲食

テイクアウト

ニエバナ風チキン南蛮定食

店内飲食

テイクアウト
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ちゃんぽん

店内飲食

テイクアウト
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COSHIRAEサラダ

店内飲食

テイクアウト
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野菜と豆をふんだんに使った、

低カロリーが売りの地中海料理

店。テイクアウトの弁当をメイ

ンに、お酒にも合う一品を提供

しています。

🏠 世田谷区用賀4-30-11

ｲﾝｽﾀ @civinovayoga

☎ 03-3707-0883

昭和47年創業。地元密着のイン

テリアショップです。既製品か

らオーダー品まで。地域一番の

品揃え。是非一度ご来店下さ

い！

🏠 世田谷区太子堂1-15-15 羽深ビル1Ｆ

📩 ramen.kouya2002@gmail.com

💻 https://ramen-kouya.jp/

🏠 世田谷区太子堂4-17-10 世田谷キリスト教会下

☎ 03-6805-4451

💻 http://www.nomadic-life.net/

おかげさまで今年で創業19年。

大きめにカットした野菜と肉汁

たっぷりのジューシーな自家製

餃子は当店イチ押しの人気メ

ニュー。テイクアウトも承りま

す！

ラーメン香や

発酵料理を研究した料理家が提

供する健康的で様々な品目の食

品を摂取できるのが売りです！

お弁当やケータリングの取り扱

いもありますのでご相談下さ

い！

Nomadic Life

🏠 世田谷区太子堂5-13-5

☎ 03-5481-8670

💻 http://blog.livedoor.jp/bakerbounce/

🏠 世田谷区北沢2-8-8

☎ 03-3466-7355

アメリカンスタイルのビッグな

ハンバーガーやステーキ、サン

ドイッチなどが味わえるお店で

す。お肉をガッツリ味わいたい

方、ご来店お待ちしておりま

す。

Baker Bounce
ベーカー　バウンス

珉亭

看板メニューの赤いチャーハン

とラーメンのセットの「ラー

チャン」他、50種類以上のメ

ニューがあり、餃子などはテイ

クアウトにも対応しておりま

す。

　　 ホームファッションストア はるきや 　お肉の三河屋 ジャキール

焼肉 韓々

🏠 世田谷区世田谷1-23-6

☎ 03-3425-6877

💻 https://kankan-komazawa.gorp.jp/

松陰神社前商店街に並ぶお肉の

三河屋です。肉の惣菜をメイン

にローストビーフや焼き豚、店

主自慢のタンドリーチキンも全

て手造りです。是非ご賞味下さ

い。

🏠 世田谷区世田谷4-1-10 中ビル1Ｆ,2Ｆ

☎ 03-3418-2291

正規の許可が下りている牛肉の

生ユッケと牛一頭からわずかし

かとれない厚切り牛タンもおす

すめです。駐車場完備ですので

お車でもご来店いただけます。

🏠 世田谷区駒沢3-18-2 3Ｆ

☎ 03-3410-5566

Civinova
チビノバ

焼き餃子(5個380円)
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発酵惑星ワンプレート
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ベーコンチーズバーガー

店内飲食

テイクアウト
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カーテン・カーペット・インテリア小物まで何でも

店頭販売
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ローストビーフ・手造り惣菜

店内飲食

テイクアウト
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おすすめ上5種5枚盛合せ

17

ベルベル風チキンのクスクス

店内飲食

テイクアウト
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店内飲食

テイクアウト
店内飲食／宅配

テイクアウト

店内飲食

ラーチャン(半ﾗｰﾒﾝ･半ﾁｬｰﾊﾝｾｯﾄ)

店内飲食

テイクアウト
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雪うさぎ

🏠 世田谷区駒沢3-18-2 1Ｆ

当組合HPでも
ご覧いただけます！

オレンジの皮を丁寧にスティッ

ク状に切り、チョコレートを

1枚ずつコーティングし、ココ

アをまぶした当店特製のオラン

ジェットです。

🏠 世田谷区弦巻2-8-17 野本ビル1Ｆ

💻 http://www.un-sourire.com/

☎ 03-3429-5497

寿司の他にも、お得な丼ものの

ランチやネタだけのつまみなど

も取り揃えております。三軒茶

屋へお越しの際には、当店へお

立ち寄り下さい。

🏠 世田谷区太子堂4-22-12

☎ 03-3424-1147

すし台所家 とんかつ川善

お肉屋さんが経営するとんかつ

店で、その時に一番良いお肉を

使用。温度の違う油での二度揚

げにより、中はジューシー、衣

はサクッとした仕上がりになり

ます。

🏠 世田谷区太子堂4-24-15 川善ビル2Ｆ

☎ 03-3421-7839

🏠 世田谷区世田谷1-11-16

☎ 03-3429-6227

💻 https://ishihara-soba.com/

　蕎麦 石はら 世田谷本店

厳選された素材と自家製粉によ

る上質な「毎日食べても飽きな

いそば」を気軽に。石はらはこ

れからも変わらぬ思いで、そば

を作り続けていきます。

しもきはら 煎酒と麺

日本で初めて伝統調味料“煎酒”

を使用したラーメンが食べられ

るのは「しもきはら」だけ。

他の店では味わえない美味しさ

を是非一度ご堪能ください。

🏠 世田谷区駒沢3-14-2

☎ 03-3487-3666

新雪のわた雪のようにふわふわ

に削った氷に季節のフルーツ等

の素材を使ったこだわりの手作

りシロップをかけたかき氷を

1年中食べられるかき氷専門店

です。

ﾂｲｯﾀｰ @yukiusagi246

アン スリール

☎ 03-3410-7007

💻 http://www.shimokihara.com/

大東京信用組合

三茶セット

店内飲食

テイクアウト
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上ロースかつ定食

店内飲食

10

鴨せいろ

12

煎酒らーめん

店内飲食

15

塩キャラメルグラノーラ

店内飲食

16

オランジェット

お取り寄せ

店頭販売

20

お取り寄せ

店内飲食

テイクアウト


