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周辺地域版



電話 ０３－３８５８－９１５５ 電話 ０３－３８８４－２３４６

3 中国料理　正華 4 （有）伊東自動車

手作り肉まん

電話 ０３－３８８４－２０６０

手づくり餃子や肉まんに自信あ

り。自慢の肉まんは豚肉をふん

だんに使用した巨大肉まん。ひ

と口食べれば肉汁があふれてき

ます。創業50年、地域の皆様

に支えられて営業して参りまし

た。お近くにお寄りの際は是非

ご賞味下さい。

住所 足立区花畑５－１２－８２

足立区花畑５－３－１５　鈴木コーポ１F 住所 足立区花畑４－３０－３

1 ぐっちゃん 2 そば処　藪重

合鴨せいろぐっちゃん定食（日替わりランチ）

合鴨の脂は食べても体に蓄積し
ない「不飽和脂肪酸」。濃厚な
味わいと銘品「ひたち秋そば」
の喉ごしの良さで、おいしく食
べながら健康な体づくりができ
ます。出前もいたしますので、
お気軽にお電話ください。お問
い合わせお待ちしております！

ランチの一押しはワンコイン

（５００円）の日替わりラン

チ。ボリューム満点で味にも

自信があります。夜は割烹居

酒屋として営業。リーズナブ

ルな価格でおいしいお酒と料

理をご堪能いただけます。

住所

自動車のカスタムパーツ

車好きのオーナー様のご要望を形にします。関東でも随一の技術を持って

おり、県を超えてオーナー様にご来店いただいております。車のカスタム

に興味をお持ちの方、お問い合わせをお待ちしております。

住所 足立区保木間５－２１－２６

電話 ０３－３８８４－３７９７

HP http://www.itoji.co.jp メール itobp@itoji.co.jp

０３－３８８４－５１６９

https://www.rsmimura.com

5 そば処　登知喜屋

もりそば

コシがあって香りも楽しめ

るこだわりのそば。セット

も充実しているので、お腹

一杯食べたい方にはそちら

がおすすめ！当店のご利用

をお待ちしております。

住所 足立区花畑４－１５－６

髪をキレイにする美容室R&S

縮毛矯正

お客様が抱えている髪や頭皮
の悩みをしっかりと取り除け
るように丁寧なカウンセリン
グを行い、一人ひとりのお客
様の個性やライフスタイルに
合わせ、ナチュラルながらも
あなたらしさのあるヘアスタ
イルを提案致します。

住所 足立区保木間４－１６－７

住所 足立区花畑１－２１－１７

電話 ０３－３８８３－４８３２

6

電話

HP

電話 ０３－３８８５－６０６２

8 カメラのタカギ

オーダーメイドインソール

オーダーメイドインソー

ルは生体力学に基づき設

計された足の補正健康用

具です。立ち仕事やス

ポーツ愛好家の方等、

足・膝・腰痛でお悩みの

方にお勧めです。

住所 足立区竹の塚１－４１－１

電話 ０３－３８５８－１１４０

メール p-plus@kameranotakagi.com

7 中国料理　長寿鈴

ラーメンセット

地元足立区花畑で親しまれ

ている中華料理屋。ランチ

セットのメニューも豊富

で、値段もお財布に優しい

ので、近隣住民の皆様から

も長年愛されております。



住所 足立区竹の塚２－８－１７

合鍵製作・設置工事等ご好

評を頂き、錠前技術も米国

ロックスミスから認定を受

け技術力には高い評価を頂

いております。

9 髪をキレイにする美容室INGRESS 10 キー＆ロックマイスターＫ

カラー・縮毛矯正・トリートメント 合鍵・解錠・錠前の修理等

電話 ０３－３８８３－８６７３

11 肉の金井 12 ほっかほっか弁当　谷在家店

https://ingress.co.jp

唐揚げ 唐揚げ弁当

地元花畑の精肉店。毎週土

曜日１日のみの営業です。

唐揚げを筆頭に肉・野菜・

惣菜を特別価格で販売して

いますので大量買いがお得

です。

住所 足立区南花畑３－２７－１４

TV番組「幸せボンビーガール」

でみやぞん・あらぽんに、味良

し・コスパ良しと紹介された「今

井さんちの唐揚げ弁当」。蓋が閉

まらないほど巨大で満足感ハンパ

なしです。

住所 足立区谷在家１－２－７

Watanabe Bakery 14 （有）鳥富士

唐揚げ　ウナギ　焼き鳥

電話 ０３－３８８５－８７５７

コロッケパン・メンチカツパン

電話 ０３－３８５４－４４１７

創業５８年の鶏肉加工品・

惣菜販売店。天ぷらやフラ

イ、惣菜等メニューは多数

ありますが、唐揚げとウナ

ギ・焼き鳥は安くておいし

いと評判です。ぜひ食卓の

お供にご利用ください。

住所 足立区西新井本町３－１０－２１

電話 ０３－５８３７－４１４６

住所 足立区西新井本町４－２５－１７

電話 ０３－３８９８－８２８９

電話 ０３－５６４７－９３８１

当店のカラーは全国の美容室の８割が

使用していないノンジアミン染料を使

用しており、アレルギーを気にせず染

めていただけます。また、取り扱いの

難しい同染料ですが、当社技術は都内

でも有数であり、お客様のご希望のカ

ラーに仕上げます。

住所 足立区竹の塚５－５－１１　第２清水ビル１０１

電話 ０３－５８３１－０７８７

HP

にんにくチャーハン

住所 足立区西新井本町１－１３－２０

15 中華料理　国振

元肉屋のノウハウを活用した
揚げ立てのコロッケ・メンチ
カツパンを目玉としてすべて
のパンが生地も具材も素材に
拘っていて一味違います。有
名店で修業した優しい店主が
お迎えいたします。是非お立
ち寄り下さい。

13

上海出身の店主はチャーハンの達人。

YouTube「にんにく炒飯鍋ふり」動

画は100万回超再生！名実ともに地元

屈指の町中華です。また手作り焼豚も

超人気商品です。

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。



16 田賀谷写真舘

写真館

ドローン撮影始めました。空中写真の

需要にお応えしてドローンによる動

画・静止画撮影を承ります。七五三や

お宮参り等のスタジオ撮影、出張撮影

共々どうぞご用命ください。

住所 足立区西新井栄町３－９－３

17 優食ダイニング　ジパング

ナシゴレン

「味良し！コスパ良し！」

の高評価店です。看板料

理・ナシゴレンは絶品で近

隣中心にリピーターが絶え

ません。店内は異国情緒に

溢れ、エキゾチックな気分

も味わえます。

住所 足立区西新井本町５－９－１１

電話 ０３－３８４８－０１４１

18 居酒屋　魚人

産地直送の新鮮な魚を使ったお刺身、唐揚げ

電話 ０１２０－８２４－２９２

HP http://www.phototagaya.com

大成軒

ラーメン・餃子・炒飯

昭和４２年創業、地元に永

く愛される町中華店。定番

「ラーメン・餃子・炒飯」

は、口コミでも非常に高評

価で、遠回りしても行く価

値あり。超低価格ランチ

ビールも実施中。

住所 足立区西新井本町５－２－６住所 足立区西新井本町４－５－１４

電話 ０３－６８０７－１５４３

19

「酒と魚がうまい店」北海道や

京都等産地直送の魚介類は絶

品。専門店並の多種にわたる唐

揚げと豊富な日本酒も揃ってお

ります。地元民はもちろん、一

見さんも入店しやすいお店で

す。是非ご来店ください。

足立区でも希少な日本茶専

門店。店主は日本茶の資格

を持ち、喫茶や日本茶教室

などイベントも好評です。

地元学生と作成したお茶と

金平糖セット「あだちのお

みやげ」もぜひ！

2120 茶匠　おくむら園

厳選された日本茶、お茶・金平糖セットのお土産

居酒屋　こんちゃん

海鮮・地元食材料理・各種酒

厳選した飲食店でのみ販売し

ているホワイトビール「白穂

乃香」、千住葱など地元食材

の豊富なメニュー。手書きメ

ニューが店内にあふれ、迷っ

てしまいます。

１７：００～営業

電話 ０３－３８８９－３８１０

（発行元：地域支援部）
令和４年３月１８日

住所 足立区関原３－１５－１

電話 ０３－３８８６－２８６３

HP https://www.okumuraen.com/

住所 足立区梅田６－３２－４

電話 ０３－３８８７－３８７８

当組合ＨＰでも
ご覧いただけます！

大東京信用組合

大東京信用組合

花畑支店

足立区花畑４-３７-１６

☎０３（３８５９）２１１１

大東京信用組合

足立支店

足立区西新井本町４-８-１６

☎０３（３８９８）２１１１


