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三鷹支店



外観からとても可愛らしい

洋菓子屋。心を込めた美味

しいケーキ、プリンや焼き

菓子が食べられ、誰もが幸

せになります。

1 パティスリーティアレ 2 ユーカリ食堂

季節限定のケーキ 豚の春雨炒め

契約農家直送の素材を使ったこだ

わりの料理を提供するお惣菜屋で

す。アットホームでおしゃれなお

惣菜屋として地元の方にご好評頂

いております。

HP http://adarsha.jp

電話 ０４２２－３６－２２１０

カレー

「武蔵境」駅徒歩２分の立

地で、本場のインド料理が

召し上がれます。訪れたお

客様、全員が満足すること

間違いなし！！いつでも気

軽にナン、ナン、ナン！！

住所 武蔵野市境２－１４－１０　クレール武蔵野１Ｆ

電話 ０４２２－３８－５８５５

3 うまいもの処　暁

店主自ら、豊洲に買い付け
に行き、厳選した魚介を使
用したお刺身の盛り合わ
せ。水揚げされたその日に
仕入れ、調理を行うため雑
味がなく、プリプリ食感と
魚の甘みが口の中に広がり
ます。

お刺身の盛り合わせ

住所 武蔵野市西久保２－３－１６　ＭＮビル１Ｆ

住所 武蔵野市吉祥寺北町１－５－１６

０４２２－２２－０６９１

5 ひな酉ふじ乃

炊きどり

6 更科

蕎麦屋ですが、蕎麦だけで

なく、うどんやカレー、カ

ツ丼、ラーメンなど豊富な

メニューをご用意していま

す。「安くて旨くて安らげ

る」本格的な日本蕎麦屋で

す。

手打ち蕎麦

契約農家直送のお料理を提

供しています。特に鮮度に

こだわった国産のひな鶏を

使った料理をご賞味くださ

い。お酒に合う肴やおばん

ざいもご用意しています。

住所 武蔵野市中町１－１５－５

電話 ０４２２－５６－８４４１

住所 武蔵野市緑町１－４－１０

電話 ０４２２－５１－２８０４

HP https://tiare-ak.com/

住所 武蔵野市西久保３－２－５

電話 ０４２２－３８－７５５１

4 アダルサ

電話

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

http://adarsha.jp/


7 マイスタームラカミ

メール http://ham-murakami.co.jp/

ハム・ソーセージ

住所 武蔵野市境南町３－１９－８

電話 ０４２２－３２－３１６６

本場のドイツ製法とレシピ
の忠実な継承に努めつつ、
日本人の食文化に合った自
家製手作りハム・ソーセー
ジをつくり続けておりま
す。最高の逸品を多くの
方々にお届けいたします。
（休日：日曜・祝日）

8 焼き鳥　ゆう

焼き鳥

全国から厳選した上質な鶏肉を

一本一本丹精込めて仕込み、備

長炭で丁寧に焼き上げます。中

でもイチオシは、希少な「白レ

バー」。フォアグラのような食

感とクリーミーな味わいがたま

らない逸品です。

住所 武蔵野市境南町２－５－１２

ウェディングや成人式、七

五三の着付けやヘアメイク

のほか、記念撮影も行うこ

とができます。お支度の様

子から、付き添いのご家族

の様子なども、含めて写真

撮影いたします。

10 田中花園

各種御用途に合わせたアレンジメント・花束

お祝いのスタンド花、お葬

儀の生花。コチョウランや

観葉の大きなものから、お

誕生日や送別、ペットのお

供えの小さなものまで、用

途に合わせてご用意致しま

す。

9 レクラ美容室

理容メニュー・美容メニュー

電話 ０４２２－２６－１３２６

HP https://yakitori-yuu.owst.jp

住所 三鷹市下連雀３－４３－３２　松川ビル１Ｆ

電話 ０４２２－４６－４９１１

住所 三鷹市下連雀３－３７－４０

電話 ０４２２－４３－６２５７

HP http://www.tanakakaen.tokyo/

電話 ０４２２－４８－２３４９

12 とんかつ　福家

とんかつ“合い盛り定食”

「三鷹駅」南口にある老舗とん

かつ店です。噛み締めるとお肉

の旨味＆甘みを強く感じる看板

メニューのとんかつ“合い盛り

定食”を是非ご賞味ください。

住所 三鷹市市下連雀３－２７－１５

電話 ０４２２－４３－６０２６

11 季寄せ　蕎麦　柏や

会席料理風おすすめコース料理【3,500円～】

昭和５年創業の素材にこだわり

伝統の味を引き継いだ老舗蕎麦

屋です。落ち着いたダイニング

調の店内で是非ご賞味くださ

い。

住所 三鷹市下連雀３－３５－１　三鷹コラルビル４Ｆ

本格中華　虎坊
と ら ぼ う

13

虎坊特製チャーハン

くつろぎの店内で、経験豊

富なシェフが日本人の舌に

合わせて調理する本格中華

がお楽しみいただけます。

当店おすすめの「虎坊特製

チャーハン」をぜひ！

住所 三鷹市上連雀２－３－５

お食事　樹
いつき

14

各種定食メニュー

昭和な雰囲気もあり、なつか

しさを感じる店内で、種類豊

富な定食メニューをリーズナ

ブルな価格で提供していま

す。定食には毎日変わる１０

種類のおかずから、３品を選

んでいただけます。

住所 三鷹市上連雀２－３－７

電話 ０４２２－４８－１３３８

電話 ０４２２－４７－２６８９

HP http://toravo.tokyo/

http://ham-murakami.co.jp/


ジューシーすぎる！フルーツサンド

15 一富士フルーツ

旬のフルーツがたくさん並び、

見ているだけでも幸せな気分に

なります。生産者と果実の目利

きスペシャリストが一緒に歩み

フルーツの本当の美味しさをお

届けしています。

住所 三鷹市下連雀３－３３－７

16 や乃家

自家製十割蕎麦

店内にジャズが流れる三鷹

のお蕎麦屋さん。つるつる

シコシコの十割蕎麦と豊富

な日本酒を取り揃えていま

す。夜は生ＢＧＭでジャズ

が聴けます。

住所 三鷹市下連雀３－１６－１０

電話 ０４２２－４１－２０１１

HP 「Facebook　や乃家」で検索

17 一圓

電話 ０４２２－４３－６５５４

メール info@ichifuji-fruits.co.jp

ＨＰ http://ichien-mitakaminamiguchi.com/

18 鮮魚屋

季節の新鮮な魚料理

レトロモダンな魚屋代行居酒

屋。吉祥寺の老舗魚店「魚初」

が経営しているだけあって、と

びっきり新鮮な魚をお刺身はも

ちろん、煮つけや焼き物で食べ

られます。

住所 武蔵野市御殿山１－４－１８

電話 ０４２２－７１－２００３

餃子

気軽に立ち寄れてほっと
するお店でありながら、
絶品の町中華をご堪能頂
けます。こだわりの餃子
や人気のチャーハンなど
長年地元で愛されたメ
ニューをご用意しており
ます。

住所 三鷹市下連雀４－１５－２３

電話 ０４２２－４２－５９６４

電話 ０４２２－７６－１３６３

HP http://bon-appetit.la.coocan.jp/

19 ボナペティ

地元（三鷹市牟礼）吉田農

園から仕入れた完全無農薬

野菜と旬の厳選した食材が

当店の自慢です。バターや

クリームを控えたさわやか

な味わいをご賞味くださ

い。

住所 武蔵野市吉祥寺南町２－８－８　Ｍ２８８ビル３Ｆ

シェフのお薦めフルコース【4,800円～】

20 パティスリーエススドウ

ティグレ

一つ一つにこだわりを持って、

女性パティシエが丁寧に作った

美味しいお菓子です。香り豊か

で濃厚なチョコレートを混ぜ込

んだ焼菓子「ティグレ」をぜひ

ご賞味ください。

住所 三鷹市牟礼2-11-12

電話 ０４２２－２６－８５９７

HP https://patisseriessudo.wixsite.com/home

（発行元：地域支援部）
令和４年４月１５日

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

吉祥寺支店

武蔵野市吉祥寺本町4-10-10

☎ 0422-22-9221

大東京信用組合

三鷹支店

三鷹市下連雀3-35-1

☎ 0422-48-2311


