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だいしん“地域応援！助け合いプロジェクト”
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新宿支店

新宿周辺

地域版

part2



大久保駅から徒歩約1分のと

ころにあり、ナンやライスも

おかわり自由のインドカレー

屋です。テイクアウトも可能

で、メニューも豊富にありま

すので、この機会にぜひお立

ち寄りください。

早稲田駅から徒歩約5分
のところにあり、創業
40年で地元から愛され
る、自家製十割手打ちそ
ばのお店です。

JR新宿駅から徒歩約10分のと

ころにあり、30席をご用意で

きる創作料理のお店です。四季

を大切にし、季節感のある旬味

をぜひご堪能下さい。

清潔で静かな癒しの空間で、

日本人向けにアレンジされた

極上のKANコルギセラピー小

顔コルギをご堪能ください。

ご来店のお客様には“肌翡翠

美容石鹸”（1,650円）をプ

レゼント致します！

麺・つゆは共に自家製。厳
選したそば粉から作った自
家製麺、鰹節から作った自
家製つゆをぜひご堪能下さ
い。

4 小林鳥肉店

０３－６８７４－４２３１

焼き鳥　手羽先

地域に愛される鶏肉専門の

精肉店で、焼き鳥・手羽先

等の店頭販売もしておりま

す。開店当初の変わらない

味でお待ちしております。

住所 新宿区余丁町６－３２

6

電話

KANコルギセラピー西新宿店

０３－３３４１－７８５９

3

本格会席コース（飲み放題付）5,000円

創作料理　野辺地

5 砂場

住所 新宿区歌舞伎町２－３０－２  第5本間ビル１Ｆ

電話 ０３－３２０２－５０７１

1 BAJEKO SEKUWA GHAR 2 喜久井町　中村屋

ざる（のり） 820円Aセット750円 ナンorライス+カレー+サラダ+飲み物

HP http://www.kanmirai.com

天ざる

電話 ０１２０－０８０－２０８（事前予約制）

住所住所 新宿区余丁町６－３２

電話 ０３－３３５３－１６４９

新宿区西新宿７－１１－２  ＡＳＰ西新宿ビル３Ｆ

小顔コルギオルチャン（60分）5,000円

住所 新宿区百人町１－２０－１４

電話

住所 新宿区喜久井町１９

電話 ０３－３２０２－１３１５

HP http://kikuicho-nakamuraya.com

店頭

店内飲食

お取り寄せ

テイクアウト

宅　配

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。

店頭

店内飲食

宅配

テイクアウト

お取り寄せ



住所 新宿区富久町１１－５　１Ｆ

電話 ０３－５３５７－７４２３ 電話 ０３－３３４１－７８５９

豊島屋

焼き鳥　唐揚げ

焼き鳥や唐揚げといった惣
菜、お弁当を販売しており
ます。鶏肉のジューシーな
味わいをぜひお楽しみくだ
さい。

住所 新宿区市ヶ谷台町２－１

よだれ鶏

中国人の店主が作る本場

の中国料理をご堪能下さ

い。店内はもちろん、お

弁当の販売もしておりま

す。

電話

電話 ０３－３３５１－６７３５

14

ＨＰ

住所 新宿区新宿１－１８－１２ 住所

肉屋直送の新鮮モツをど

こよりも美味しく食べら

れるお店です。サイズは

一人前はもちろん小さい

小鍋サイズからお楽しみ

いただけます。

新宿区新宿１－３１－３ ダイヤパレス新宿１丁目Ｂ１

12

13 星月苑

０３－５９２５－８４８４
インスタ
グラム @konabe58

11 柳田魚店

ちらし丼　まぐろ丼　いくら丼

ランチ限定の３種のお弁

当が人気です。新鮮なお

刺身も取り揃えておりま

すので、ぜひお立ち寄り

ください。

https://www.hotpepper.jp/strJ001269561/

こなべ

もつ鍋

電話 ０３－５２６９－６５１５

10 炭火焼呑み処松しま

鶏ミックス焼

「お箸でやきとり」

串に刺さずお箸で食べるス

タイルのやきとりです。生

ビール・レモンサワー・ハ

イボールと合わせるのがお

すすめ。

住所 新宿区新宿２－３－８

電話 ０３－３３５２－７８０３

住所 新宿区新宿５－１０－５　１Ｆ

ＨＰ http://www.matsushima.info/

０３－３３５４－７６８５

9 Bistro kojiya（ビストロ　コウジヤ）

お肉＆お魚のＷメインのコース

数々の有名店、ならびに海

外の星付きレストランで修

業したシェフが織り成す、

本格フレンチビストロをカ

ジュアルにお愉しみ頂けま

す。

電話 ０３－３３４５－３０００ 電話

8 てんぷら処　天春　新宿店

天丼・しじみ汁

昭和33年創業の天ぷら専

門店です。本場の江戸前天

ぷらをコース料理・リーズ

ナブルなランチ天丼等で提

供しております。ご来店お

待ちしております。

住所 新宿区新宿３－１１－６　エクレ新宿ビルＢ１Ｆ

7 新宿手打ちらーめん　新高揚

パイクー麺

昭和57年開業のらーめん

店。麺は自家製麺で優しい

口当たりにコシがあり、噛

み 応 え の あ る 自 慢 の 麺 と

な っ て お り ま す 。 ぜ ひ 一

度、足を運んでみてくださ

い。

住所 新宿区西新宿１－１６－１３　桑原ビルＢ１

Uber



ＨＰ

四谷三丁目駅から徒歩約3

分のところにあり、地元の

方から長年愛されている老

舗の天ぷら専門店です。本

格的な江戸前の天ぷらをぜ

ひご賞味ください。

電話 ０３－３３５１－２３８３

20 欧風カレー　グレース

ベーコンカレー

住所 新宿区左門町２１－３

電話 ０３－３２２６－３３８０

HP

四谷名物コロッケ

住所 新宿区左門町３－１

19

18 てんぷら処　天春　四谷店

住所 新宿区四谷３－１２　サワノボリビル２Ｆ

17 三櫂屋

名代の豚しゃぶ ランチ天丼・天ぷらコース料理

名物「豚しゃぶ」以外
に も 美 味 し い “ 酒 ”
“肴”が充実。呑んで
つまんで楽しいひと時
を。

住所

電話 ０３－３３５１－３４７７

ＨＰ http://www.bs-yukari.com

メール

カット＆ブロー 4,620円～

info@bs-yukari.com

新宿区住吉町７－２ 電話 ０３－３３５９－６７３６

カット、ヘアメイク、着付けか

らフットケアまでを扱うオール

マイティなサロンです。ヘアに

はダメージが少なく環境にも優

しいBe Oneを使用していま

す。

16 ビューティーサロンゆかり

住所住所 新宿区住吉町７－３　サンライズビル１０２

「癒し」をテーマにしたア

ジアンな雰囲気の店内で

す。リラックスした空間に

て、カット・パーマ・ヘア

エステ等をさせて頂きま

す。

電話 ０３－３３５９－６７３６

ＨＰ http://b-infini.jp

15 美容室アンフィニー

ヘアカット
女性 4,500円／男性 4,000円

大東京信用組合 新宿支店

新宿区新宿５－１－１
☎０３－３３５６－２１５１

発行元：地域支援部
令和４年3月30日発行

当組合ＨＰでも
ご覧いただけます！

https://www.grace-curry-yotsuya.com

メール

新宿区舟町四番地　北村ビル２Ｆ

sakaiya.com@icloud.comhttps://sakaiya.owst.jp

精肉はもちろん、四谷名

物コロッケや100年以上

継ぎ足した醤油で作る自

家製焼豚などのお総菜や

お弁当を販売しておりま

す。

新宿で愛され続けるこだわり

の味。特性ブイヨンが生み出

す、奥深い味わい。完成まで

一週間、この味をご賞味くだ

さい。冷凍カレー地方発送承

ります。

０３－３３５９－００１１電話

兵庫屋

大東京信用組合


