


八十八

南極地域観測船に同乗経験があ

るオーナーが、現地から仕入れ

る食材を使用した沖縄料理をメ

インに提供している飲食店で

す。

🏠 新宿区新宿1-29-7 廣瀬ビルB1F

☎ 03-3355-3883

　
　

コンディションの良いワインと

南信州から届く彩り豊かな野

菜、野生の鹿などこだわり食材

を使ったワインに合うお料理を

ご用意しております。

プリンとクレームブリュレのお

店。数あるブランド卵から奥久

慈卵を選び2種のミルクと厳選

した生クリームを独自の配合で

作り上げています。

🏠 新宿区新宿1-19-11 クサマビルB1F

☎ 03-6273-1721

💻 http://www.gouttederaisin.com/

🏠 新宿区新宿1-20-6 石原共同ビル1F

☎ 03-6457-8114

💻 https://www.cocochiyocafe.com/

💻 http://yoko-skindirector.jp/

グットドレザン cocochiyo cafe

落ち着いた雰囲気の店内でマン

ツーマンの施術を行うプライ

ベートサロンです。ほかの方の

目を気にすることなくリラック

スした空間の中でお過ごしくだ

さい。

天然クレイ「モンモリロナイ

ト」を使用したスキンケア商

品。クレイの力でお肌に負担を

かけずに汚れをオフ。洗顔後、

透明感あるお肌をお楽しみくだ

さい。

🏠 新宿区新宿1-19-10-202

☎ 03-3359-3155

okudo東京

🏠 新宿区新宿1-17-16 第一遠藤ビル1F

☎ 03-3358-3215

☎ 03-6709-9833

📩 yokonori42@icloud.com

🏠 新宿区新宿1-17-16 MG内2F

洗練された大人の担々麺。手間

暇かけた風味豊かな自家製肉味

噌と、ラー油と醤油ダレが利い

たスパイシーなスープが絶品‼

モチモチ食感の麺と相性ばっち

り。

🏠 新宿区新宿1-15-14 オムニビル1Ｆ

💻 http://okudotokyo.jp/

☎ 03-3354-1049

緑の豆 新宿御苑店

コーヒー豆は焙煎後一週間で酸

化してしまう為、緑の豆ではお

好みに合わせた40種類以上の豊

富な生豆から、ご注文後その場

で焼き上げてご提供します。

ヘアラボ Hug ㈱粘土サイエンス

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。

担々麺

お取り寄せ

店内飲食／テイクアウト

1

緑の豆ブレンド【100g  500円～】

お取り寄せ

店内飲食／店頭販売

2

カット(シャンプー・ブロー込み)4,950円

3

YSD＋ クレイフェイシャルウォッシュ

4

お取り寄せ

天然鹿の炭火焼き・ﾜｲﾝに合う!ｶﾙﾊﾟｯﾁｮｿｰｽ

お取り寄せ

店内飲食／店頭販売

5

カフェオレとクレームブリュレセット

6

お取り寄せ

店内飲食／テイクアウト

沖縄料理(ゴーヤチャンプルー)

店内飲食

7



全品430円で提供する料理は、

素材からこだわっております。

おすすめは「晩酌ほろ酔いセッ

ト1,100円」です。ご来店お待

ちしております。

極上黒毛和牛を使い、とろける食感

の「焼きしゃぶ」が一押し！「肉は

炭火焼肉が旨い」の信念を持つ当店

は、創業以来17年間ご家族・恋人

同士での食事、接待などでご好評を

頂いております。

🏠 新宿区歌舞伎町2-20-6 第2本間ﾋﾞﾙ1F

☎ 03-5273-4129
🏠 新宿区四ツ谷4-32-1 吉岡ビル1Ｆ

☎ 03-5269-1917

新味料理 京田 炭火焼肉 新宿 柳苑
リュウエン

💻 http://www.shinjuku-ryuen.com/

安心安全な食材を使い4種の日

替りランチ(ドリンクバー付)を

ご用意！ブラックカレーや海老

フライも人気があり大好評いた

だいております！

今は少なくなった個人店の喫

茶・軽食。アットホームな雰囲

気の中、美味しい珈琲をどう

ぞ。11：30からはランチタイ

ム。スペアリブ・ハンバーグが

人気です。

💻 https://www.listel.co.jp/

🏠 新宿区新宿5-3-20 ホテルリステル新宿 内

☎ 03-3350-0123

📩 bsus4bar@gmail.com

🏠 新宿区新宿5-12-16 正剛ビル201

☎ 03-3341-5360

ｻﾛﾝ･ｴ･ﾚｽﾄﾗﾝ･ﾌｧﾑﾈｯﾄ Bsus4
ビー・サス・フォー

 café &bar

天然のとらふぐと、本格鱧料理

を一年通してお楽しみ頂けま

す。熟練した店主の技術による

調理方法へのこだわりと本場の

味を是非お楽しみ下さい。

隠れ家の雰囲気を楽しめるイタ

リアンバルです。串焼や肉の塊

等炭火焼きをメインに様々な種

類のワインを取り揃えておりま

す。是非ご来店ください！

🏠 新宿区新宿2-18-5 🏠 新宿区新宿3-7-9 1F

☎ 03-3354-3300
☎ 03-3341-4584

💻 http://www.fugu-hanazen.com/

毎日スープから作って、麺はも

ちろん、チャーシューやメンマ

も自家製にこだわってます。シ

ンプルなので、毎日食べても飽

きません！

🏠 新宿区新宿1-30-5

☎ 03-3351-1812

御苑前 花膳 　　炭火ｲﾀﾘｱﾝ cucina-bar 然

そば処 四谷 更科
中華そば

店内飲食

8

天然とらふぐ・鱧(はも)料理

店内飲食

11

牛サガリ塊焼き・フォアグラ串の炭焼き

店内飲食

12

日替りﾗﾝﾁ 白身魚のﾋﾟｶﾀｻﾙｻｿｰｽ【820円～】

15

店内飲食

朝Caféタイムモーニングセット

店内飲食

16

牛たん石焼・牛たんシチュー・もつ煮全品430円

店内飲食

19

焼きしゃぶ【2,400円】

20

店内飲食／宅配

テイクアウト



ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ事務局ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

大東京信用組合　地域サポート部　
　

☎０３-３４３６-０１２２

東京都港区東新橋２-６-１０

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

当組合HPでも
ご覧いただけます！

新作「ニンファ」は一面を紫に

染める藤の花…藤棚の下を通っ

たときに感じる爽やかな香りを

イメージして創香した、フロー

ラル・ウッディの香りです。

とんかつ・ハンバーグ・しょう

が焼き…

定食いろいろあります！

🏠 新宿区新宿6-10-1 🏠 新宿区新宿7-11-3 みすずビルB1F

☎ 03-3208-3561💻 http://kaoribarfinca.jp/

☎ 03-6709-8952

THE KAORI BAR FINCA
カオリバーフィンカ

スナック館

おかげさまで昭和52年開店の町

の中華屋です。メニューは、め

ん類・定食・チャーハン等色々

とりそろえて開店当初の変わら

ない味でお待ちしております。

ハワイを愛するアーティスト

や、LINEスタンプクリエイター

とコラボしたスマホアクセサ

リーブランドを展開中！オリジ

ナル書き下ろしデザインも多

数！

🏠 新宿区新宿5-1-1-202

☎ 03-5341-4694

💻 https://tokimeki.shopping/

🏠 新宿区新宿5-1-21

☎ 03-3351-8958

新鮮な牛たんでないと味わえな

い珍しい「牛たん刺身」が食べ

られる居酒屋です。様々な料理

を用意してお待ちしておりま

す。全品450円(1～2人前)2倍盛

りは750円(3～4人前)

創業38年。用途別にお客様のご

要望にお応えし、スタンド花・

胡蝶蘭・アレンジ・観葉植物な

ど豊富な品揃えの新鮮なお花を

ご準備してお待ちしておりま

す。

🏠 新宿区新宿2-8-10 日進ビル1Ｆ

☎ 03-3226-4193 💻 https://www.s-hanasen.co.jp/

🏠 新宿区新宿2-15-27

中華料理 天宮

☎ 03-3350-0456

トキメキデパート

居酒屋 金太郎 新宿 花千

大東京信用組合

牛たん刺身・牛たん石焼き

店内飲食

9

アレンジメント・花束

店頭販売／宅配

10

アーティストスマホケース【1,980円～】

お取り寄せ

13

もやしラーメン

店内飲食／テイクアウト

14

NINFA(オードトワレ)【30ml 2,400円】

お取り寄せ／店頭販売

17

からあげ定食

店内飲食
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