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吉祥寺支店

吉祥寺駅前

地域版

だいしん“地域応援！助け合いプロジェクト”



電話 ０４２２－２３－３１１１

武蔵野市吉祥寺北町１－１０－２２

電話 ０４２２－２０－３５５０

季節ごとに仕入れる厳選さ

れた鮮魚やお肉と、日替わ

りの日本酒◎アットホーム

がウリで、とにかく威勢が

よく「元気になれる」鉄板

系居酒屋です。

HP http://cafedeleger.com/

喫茶アンデルセン 4

たんぽぽコーヒー

ゆっくりと過ごせる隠れ家
的な喫茶店です。吉祥寺で
も珍しい、たんぽぽの根を
コーヒー豆のように焙煎、
粗挽きしたノンカフェイン
の「たんぽぽコーヒー」が
頂けます。

https://kichijoji-time.com/interview-14/?amp=1

住所 武蔵野市吉祥寺本町４－１０－１２

電話 ０４２２－２２－０２６３ HP

3

全自動洗髪機

武蔵野市吉祥寺本町４－９－１５

ヘアーショップH

確かな技術と気さくな人柄

に幅広い世代の地元のお客

様から親しまれ続け22年

目！髪に負担をかけず、心

地よく洗い上げる全自動洗

髪機も好評です。

住所

1983年設立のカフェレスト

ランです。新鮮野菜にこだ

わったお食事メニューも豊富

にご用意しております。サイ

フォンでいれた深みのある

コーヒーもぜひご賞味くださ

い。

武蔵野市吉祥寺本町４－２６－１６ ライオンズマンション１F

1 カフェ・ド・レジェール 2 まさ希

トマトソースハンバーグ 大将おまかせコース【10,000円～】

全国で水揚げされた旬なサカナを

豊洲市場で吟味し、大将がまごこ

ろ込めてご提供させて頂きますの

でぜひご賞味ください。世界各国

から多様なワインもご用意してお

ります。

住所 武蔵野市吉祥寺本町４－２６－１５

電話 ０４２２－５５－９１１９

住所

電話 ０４２２－２７－６９１７

5 中清
なかせい

　吉祥寺 6 じゅん粋

素材にこだわった手打ち蕎麦

創業1923年の手打ち蕎麦

と地酒の専門店です。石川

県の地酒を中心に50種類

以上取り揃えておりますの

で、お好みの地酒もごゆっ

くりとお楽しみください。

看板メニューの“とん平焼き”

住所 武蔵野市吉祥寺本町４－４－１５

電話 ０４２２－２１－２８９１

住所

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

テイクアウト

お取り寄せ



電話 ０４２２－２１－３０３５

電話 ０４２２－２７－５５２９

HP https://pearlswhite.tokyo/

武蔵野市吉祥寺本町１－８－１４ マルコポーロビルＢ１Ｆ住所 武蔵野市吉祥寺本町２－１９－５

14

地元吉祥寺で30年以上続
く老舗洋食屋です。女性客
が多くおひとりでも入りや
すい温かみのある雰囲気で
す。かぼちゃのドリアと各
種パスタが一押し。ぜひお
立ち寄りください。

住所

他店で断られた修理や加工
はございませんか？真珠の
糸替えやクリーニング等の
問 題 解 決 ～ 素 材 か ら 選 ぶ
ジュエリー作りまで宝石の
主 治 医 が お 手 伝 い 致 し ま
す。

まざあぐうす

かぼちゃのドリアと各種パスタ

11 若林ワイシャツ店

13

真珠のクリーニング・糸替え

世界に一つだけ！

お客様一人一人、オリジ

ナ ル の 型 紙 か ら体 型や

ニーズに沿ったワイシャ

ツを作成しています。ぜ

ひお立ち寄りください。

HP https://www.waka-order-shirts-kichijoji.com

オーダーワイシャツ

住所 武蔵野市吉祥寺本町２－１８－３

電話 ０４２２－２２－８３０４

Pearls White

HP http://www.bon-maruzen.shop-site.jp/

創業70年を迎える老舗婦人服
店。日本製の既製服を中心に、
エレガントな女性を演出する品
質の良いお洋服が揃っていま
す。色合いや質感が様々なお洋
服の中から、お気に入りの一点
を見つけてみて下さい。

住所

電話

武蔵野市吉祥寺本町２－１８－１５

０４２２－２１－７９０１

12 ボン　マルゼン

お持ちのお洋服に合わせられる商品の提案や、
TPOに合わせたコーディネートの相談にお応えいたします。

住所 武蔵野市吉祥寺本町２－１７－２

電話 ０４２２－２２－６３８３

住所 武蔵野市吉祥寺本町２－３４－１０

電話 ０４２２－２２－９８３０

HP https://dosgatos.gorp.jp/

HP http://shop.kasagi.com

お花畑のようにと願っては

じめたお店。温かみのある

店内には、ハンドメイドコ

サージュやレースのブラウ

スなど作家物のオリジナル

商品が並んでいます。

9 ドス　ガトス

電話 ０４２２－２１－３２３５

五島（長崎）からのハタと

甲殻類の出汁スープで炊き

上げたパエリャ。具材はシ

ンプルですが、お米一粒一

粒に海のエキスがしみこん

でいます。

10 吉祥寺カレー屋　まめ蔵

まめ蔵　スペシャルカレー

創業1978年、吉祥寺路地
裏のノスタルジック・モダ
ンな老舗カレー屋です。独
自に調合したスパイスが奏
でる深～いコクと香り、具
だくさんのこだわりカレー
をご賞味ください。

漁師風パエリャ

8 ＫＡＳＡＧＩ

住所 武蔵野市吉祥寺本町３－２－９

7 大益

住所 武蔵野市吉祥寺本町４－１３－２

ランチにぎり

厳選された食材で店主が一

貫一貫心を込めて握るすし

は単に美味しいというだけ

でなく、感動を与える。そ

の味と職人の技をぜひあな

たの五感で感じて下さい。

電話 ０４２２－２１－０６０６

ひとつひとつ手作りのコサージュ、ビーズ刺繍ブローチ

http://www.bon-maruzen.shop-site.jp/


住所 武蔵野市吉祥寺本町１－３４－３

吉祥寺の名所「ハモニカ横

丁」の中にあります。

☆アメリカンな雰囲気と、

リーズナブルな価格の酒場

ですので、ぜひともお立ち

寄りください！

住所

創業から半世紀の昭和風の創

作料理大衆居酒屋です。芥川

賞を受賞した又吉直樹さんの

映画「火花」に出演！若い方

からご年配の方まで楽しめる

居酒屋です！

大東京信用組合　吉祥寺支店

武蔵野市吉祥寺本町４－１０－１０
☎０４２２－２２－９２２１
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電話 ０４２２－２０－０３４５電話 ０４２２－２７－５７１３

20 もも吉

名物！もも焼き

HP 食べログ、Ｒｅｔｔｙ掲載

チーズナンカレー

住所 武蔵野市吉祥寺本町１－９－１０　Ｂ１

19 マザーパレス

武蔵野市吉祥寺本町１－１－２　ハモニカ横丁

電話 ０４２２－２２－４１７５

住所 武蔵野市吉祥寺本町１－１－２ ハモニカ横丁 中央通り沿い

電話 ０４２２－２１－１４６０

電話 ０４２２－２８－４０５５

HP http://www.maris-lauren.com/

18 美舟（みふね）

電話 ０４２２－２１－６６５０

HP http://hamaya-kichijoji.com

肉芽ジンギスカン（子羊と野菜の鉄板焼き）

厳選した新鮮な国産の鶏も

も肉を丸ごと１本、特製の

スパイスに漬け込み、オー

ブンでじっくり焼き上げた

「もも焼き」。豪快にかぶ

りついてください！！

吉祥寺と武蔵境で２店舗の運

営をしています。バラエティ

豊富なカレーを６段階の辛さ

からお選びいただき、ナン、

ライスお好みでお楽しみくだ

さい。当店イチオシは特製

チーズナンです。

15 濱家

住所 武蔵野市吉祥寺本町１－８－１４ ヨシヤビル１Ｆ

新鮮なお刺身と本格焼酎70種類以上

レトロな雰囲気の店内で厳

選された食材と手作り料

理、人気の日本酒や希少な

焼酎などが楽しめます。ぜ

ひお立ち寄り下さい。

16 ＭＡＲＩＳ
マリス

　ＬＡＵＲＥＮ
ローレン

頭皮によい「ＭＨＥモイストリペアシャンプー」

美容業界御用達の「品
質 」 「 結 果 」 「 満 足
度 」 を 徹 底 的 に 追 及
し、こだわり抜いた商
品を取り扱っている吉
祥寺にしかない美容専
門ショップです。

住所 武蔵野市吉祥寺本町１－７－１

17 ジョリーパッド

当組合ＨＰでも

ご覧いただけます！

大東京信用組合


