
なかのごう飲食店応援
スマイルプロジェクト

ginrei（ギンレイ）

昭和52年オープン以来、地元の皆様にご利用頂いております。ランチタイ

ムは特に「日替りランチ」「生姜焼き」などが人気です。日替りは毎日食

べても飽きない様、和食や中華のメニューも取り入れバラエティーに富ん

だランチになっております。現在は夫婦2人で営業しており、家庭的なお店

です。また店内はゆとりある座席配置にしており、ゆったりお過ごし頂け

ると思います。皆様のご来店をお待ちしております。

もつ焼酒場 野田

焼肉ドラゴ 押上店

今年で10周年を迎えたもつ焼き専門店。当店のもつ焼きは部位ごとに
一番美味しく食べられるベストな炊き時間や焼き加減で提供しており、
ここでしか味わえない本格的なもつ焼きを堪能できます。また、チェー
ン店にはない大衆居酒屋の温かみのある雰囲気と窓から見えるスカイツ
リーは自慢のもつ焼きとお酒をより引き立たせてくれます。味も雰囲気
も満足すること間違いなしの超オススメ店です。

中ノ郷信用組合
〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
TEL 03-3622-7138
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/

営業時間：月曜日～金曜日11：00～14：30（営業時間が短いのでご注意

ください！）人気メニューは「えびおろしそば」「ごまだれそば」と

なっております。セットメニュー、シーズンメニューもございます。白

くこしのある麺と濃口の汁が特徴です。テイクアウトＯＫ。デリバリー

については『Ｕｂｅｒ Ｅａｔs（ウーバーイーツ）』にてお届け。中ノ

郷信用組合本店から歩いて30秒！是非お立ち寄りください。

当店は、押上・スカイツリー駅から徒歩１分の近くにある元力士がオー
ナーの人気焼肉店です。ともかく「ぶ厚いシリーズ」が名物でボリュー
ムたっぷり、口の中でお肉の旨味がはじけます。また、お得感たっぷり
の「コース」もご用意しておりますので、ご家族はもちろん宴会や歓送
迎会にもお奨めです。厳選した新鮮なお肉を提供しておりますので、観
光もお楽しみながら是非、「ぶ厚いシリーズ」をご賞味ください。

中ノ郷信用組合は新型コロナ感染症に負けず頑
張っている飲食店・食品販売店を応援します。

お近くにお越しの際は、是非上記のお店にお立
ち寄りください。

そば処 柳家
〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-2-1
TEL 03-3625-3853

〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-17-15
TEL 03-3623-0464

〒131-0045 東京都墨田区押上1-17-1 1F
TEL 03-3617-0900 URL https://ja-jp.facebook.com/motsuyakinoda/

〒131-0045 東京都墨田区押上2-4-9 1F
TEL 03-6658-5729

https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/motsuyakinoda/
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御菓子司 美好

とげぬき 福寿庵

当店は巣鴨の地蔵通り商店街でお菓子を販売しております。名物は昔から

親しまれているシベリアをヒントにふわふわのカステラ生地で滑らかなこ

しあんを包んだシベリアロールです。その他おはぎや塩大福も好評をいた

だいております。店舗販売以外にも都内百貨店の催事販売やインターネッ

ト販売も行っており気軽に購入できますので是非一度ご賞味下さい。

大連 山王店

割烹 冨士家

当店は蒲田「你好（ニーハオ）」創業者の兄弟が始めた中華料理店です。
おすすめは餃子（羽根付き）で、豚肉と白菜と玉ねぎのシンプルな餡を
特注の皮に包んだ餃子を、熱したネギ油を使って焼きます。仕上げにも
う一度ネギ油をかけることでさらに風味が良くなります。
皮自体や羽根にも味がついており、また羽根を付けるのにもひと工夫を
することで、お客様を飽きさせないようにしているため、お客様から大
人気の一品です。

当店は地域の皆様に見守られながら今年で創業72年を迎える老舗の和菓

子屋です。どら焼き、羊羹、饅頭等和菓子・餅菓子をメインに、創業以

来、老若男女を問わず幅広い世代に向けて「飾らず」「手軽に」喜ばれ

る和菓子をモットーに、毎日ひとつひとつ心を込めて手作りしています。

四季折々の昔ながらの素朴な御菓子を取り揃え、皆様のご来店を心から

お待ちしております。

写真を
入れてください

写真を
入れてください

写真を
入れてください

昭和14年創業。
四季折々の素材を活かしたすし会席からふぐ料理、あんこう鍋、鴨鍋、
地鶏うどんすきなどその他各種鍋コースもご用意しております。個室に
て、親しい方とのお食事はもちろん接待、商談、慶事、法事、歓送迎会
など用途に応じてご要望にお答えします。
芸者さんを呼んで華やかな宴席もご用意、お座敷でのおもてなし、踊り
の披露なども堪能できます。接待や大切な会食の際にはぜひご来店くだ
さい。

〒114-0023 東京都北区滝野川5-15-5
TEL 03-3916-1553

〒143-0023 東京都大田区山王1-25-14
TEL 03-3776-7944

〒143-0023 東京都大田区山王2-3-19
TEL 03-3771-2683 https://www.oomori-fujiya.com

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨4-26-3
TEL 03-5961-0382 URL http://jam-united.com

中ノ郷信用組合は新型コロナ感染症に負けず頑
張っている飲食店・食品販売店を応援します。

お近くにお越しの際は、是非上記のお店にお立
ち寄りください。

中ノ郷信用組合
〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
TEL 03-3622-7138
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/

https://www.oomori-fujiya.com/
http://jam-united.com/
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
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株式会社セキグチ
「トムトム」

伝統串焼 故郷味

御徒町駅徒歩1分・上野駅徒歩4分★ﾒﾃﾞｨｱ取材多数の本格四川・東北中華

料理「故郷味」！

香辛料が薫る中国・東北地方の料理。中華と朝鮮料理の要素もﾌﾟﾗｽしつつ、

塩味やお醤油味をﾍﾞｰｽに香辛料やｽﾊﾟｲｽといった大陸のニュアンスも取り

入れた郷土料理。羊肉串焼きを名物に、ラム肉や牛肉などを香辛料で仕上

げた料理が自慢。絶対にハマる中国の郷土料理をぜひご堪能ください。

旨麺 こむぎや

おいしい合同会社
「おいしいお店」

令和元年にリニューアルオープン、とんこつベースに特製味噌だれを合
わせた味噌(太麺)ラーメンと魚介類を合わせた醤油(細麺)ラーメンがメ
インでランチタイムにはライスのサービスを行っています。他にもあっ
さりした支那そばや香味野菜と果物を使った辛辛麺、素材に拘って作っ
た餃子もございます。店内は感染症対策にパーティションを席に設け、
クリーンな環境を心掛けて心より皆様のご来店をお待ちしています。
※写真はネギ味噌です。

地域のお客様に3世代で愛され、まもなく30周年を迎えるベーカリーイタ

リアンレストランです。 石窯で毎日焼き上げるおいしいパンと、レス

トランでは、お持ち帰りができるようお手軽なデリパック・テイクアウ

トメニューも揃え、皆様のご来店を心よりお待ち致しております。 写

真は、お持ち帰りで人気のローストビーフ丼です。

平成21年にパン惣菜の小売店として創業、令和2年9月より屋号を｢おい
しいお店｣へ変更し店舗をリニューアルしました。写真の｢野菜たっぷり
ランチボックス｣は数種類あって定期的に内容をアレンジしているので、
リピート購入に見えるお客様が増えてきています。当店ではpaypayをは
じめ電子決済も多数取り扱っていますので、どうぞお気軽にお立ち寄
りください。皆さまのご来店を心よりお待ちしています。

〒110-0005 東京都台東区上野6-2-7
TEL 03-5807-1377
URL https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13009787

〒130-0011 東京都墨田区石原1-23-5 D-1ビル1F
TEL 03-5610-2281

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2-15-8 石川ビル1F
TEL 03-3623-0303

〒131-0032 東京都墨田区東向島5-3-7
TEL 03-3614-3335 URL http://www.tomtom-delivery.com/

中ノ郷信用組合は新型コロナ感染症に負けず頑
張っている飲食店・食品販売店を応援します。

お近くにお越しの際は、是非上記のお店にお立
ち寄りください。
店舗の情報については当組合ホームページで
紹介しております。

中ノ郷信用組合
〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
TEL 03-3622-7138
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/

https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131101/13009787
http://www.tomtom-delivery.com/
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
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和食居酒屋 赤兵衛

Ｋitchen café ISEYA

「菖蒲園」で有名な堀切菖蒲園駅から徒歩約5分。令和2年5月で開店丸5年

となった、俵ハンバーグが名物のキッチンカフェイセヤです。俵ハンバー

グの特徴は100回手ごねを重ねた、お肉ふんわり・チーズとろ～りの俵ハン

バーグです。洋食屋ですが、冬近くなると期間限定のラーメンも提供して

います。トッピングの自家製チャーシューと、とろ～りチーズが決め手の

あっさり醤油味です。

美楽園

やぶそば（立花）

当店は平成元年2月に創業し、今年で32年目を迎えました。
中国料理を提供しており、スープから点心など全て手作りとなります。
おかげ様で地域の皆様によくご利用頂いております。
これからも料理を研究して参りたいと思います。皆様のご来店を心より
お待ちしています。
アクセス：東武亀戸線小村井駅より徒歩0分
定休日：第2・第3土曜日
営業時間：午前11時～午後2時、午後5時～午後11時

JR常磐線綾瀬駅東口改札より徒歩1分のところにある和食居酒屋「魚菜

酒 赤兵衛」です。こだわりの旬の鮮魚料理や各地の地酒に舌鼓を打ち

ながらお仲間との語らいのひと時をお過ごしください。広い店内は落

ち着きある古民家風の空間で、お一人様でも楽しめるカウンター、

デートやご会食向きのボックス席、ご宴会向きのテーブル席や掘りご

たつ席など、様々なスタイルのお席を取り揃えております。是非ご利

用ください。

写真を
入れてください

写真を
入れてください

写真を
入れてください

90年以上続く老舗そば屋「やぶそば」。自家製のそばも人気ですが、
ご飯物も多く、その中でも特にボリューミーなカツ丼が大人気！平日の
昼時はサラリーマン等の男性客が多く、休日は家族連れが多く賑わいの
あるお店です。だし巻き卵もオススメ！スタッフ全員がフレンドリーで
何度も行きたくなる名店です。営業時間：（昼の部）11：00～15：00
（午後の部）17：00～20：00 定休日：水曜日

〒131-0044 東京都墨田区文花3-22-10 1F
TEL 03-3611-8762

〒124-0006 東京都葛飾区堀切5-20-1
TEL 03-6662-6603

〒124-0001 東京都葛飾区小菅4-11-8 2F
TEL 050-3314-2161 URL https://akabee-ayase.com

〒131-0043 東京都墨田区立花4-15-8
TEL 03-3661-4628

中ノ郷信用組合中ノ郷信用組合は新型コロナ感染症に負けず頑
張っている飲食店・食品販売店を応援します。

お近くにお越しの際は、是非上記のお店にお立
ち寄りください。

〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
TEL 03-3622-7138
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/

https://akabee-ayase.com/
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
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居酒屋 ごんせむ

イタリア厨房
「小さなフライパン」

2004年創業。10席ほどの小さなお店ですが、「お客様にお食事を楽しんで

頂くこと」が当店のモットーです。料理はとことん手作りにこだわり、写

真のロールキャベツはシェフ自慢の自家製トマトソースでじっくり煮込ん

だ人気No1の料理です。また、パスタは最高級デュラム小麦100％の生パス

タを使用。乾麺とは違うモチモチした食感をお楽しみ下さい。皆様のご来

店心からお待ちしております。

焼肉ハウス「家族亭」

和食ダイニング
「さがみ」

京成立石駅より徒歩2分、雑誌でも紹介された事のある人気のお店。店
内はテーブル席、掘ごたつ席、お子様用椅子のご用意がございます。家
族連れの皆様にも大変満足を頂いております。Ａ5ランクのお肉からお
手軽価格のお肉まで、さまざまなお肉をお楽しみ頂けるコース料理もご
用意しております。素材にこだわった上品なお肉で上品な時間をお楽し
みください。

〒124-0013 東京都葛飾区東立石4-41-4
TEL 03-3694-0236

平成30年2月創業。中華料理店で長年修行したオーナーシェフが腕を振

るう居酒屋さん。西葛西駅より徒歩4分の場所にあり、中華料理の他、

和洋折衷のお料理も提供しています。神経締めした産地直送の鮮魚のお

刺身は素材の良さが光る逸品です！プレミアム焼酎や日本酒も豊富に取

り揃えており、和風で落ち着いた雰囲気の店内でゆっくりと堪能できま

す。ランチ営業もしております。皆様のご来店お待ちしております。

京成立石駅より徒歩4分、立石の隠れ家と近所の方からも評判の落ち着
いたおしゃれな店内。なんといっても冬場の暖房は薪ストーブというと
ころが都内では 珍しいところ。店主自ら打つ手打ちそばがおすすめ！
雰囲気は勿論、お料理も素材、調理にとことんこだわったコース料理を
食べながらハウスワインもご堪能頂けます。立石にお越しの際は是非お
立ち寄りください。

〒133-0056 東京都江戸川区南小岩2-4-49
TEL 03-3650-6783 URL https://tiisanafuraipan.hpｰez.com

〒124-0012 東京都葛飾区立石1-10-5 田中ビル1階
TEL 03-3696-2983 URL https://kazokutei2983.owst.jp/

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-25-6－101
TEL 03-6808-9636

中ノ郷信用組合はコロナに負けず頑張る飲食店・
食品販売店を応援します。

お近くにお越しの際は、是非上記のお店にお立ち
寄りください。

中ノ郷信用組合

〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
TEL 03-3622-7138
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/

https://tiisanafuraipan.hp.ez.com/
https://kazokutei2983.owst.jp/
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
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居酒屋 庄助

ふぐ串焼き処
くにまつ

店主が食材にこだわり、どの料理も鮮度抜群でとても美味しいです。冬

は鍋料理がおすすめで、中でも鳥鍋は大人気！

フグのコース料理は6種ありこちらもおすすめです。（要予約）

落ち着いた雰囲気でゆっくり食事を楽しめます。是非足を運んでみて下

さい。

洋食屋イコブ
三崎町店

ワインバーテラ
水道橋店

当店は昭和47年11月に創業し、皆様に愛され続け49年目を迎える洋食
屋。JR水道橋駅から徒歩2分、名前の由来は某ホテルのチーフである
『ジェイコブさん』からというアットホームなお店。日替わりのA・B
ランチに加え、しょうが焼きやカキフライなどメニューのバリエー
ションが豊富で、女性からサラリーマン、近隣住民のリピーターが多
く、どれもおいしいメニューばかり。水道橋に来られた際には、是非
お立ち寄りください。

30年以上継ぎ足した特性タレを使った串焼きと日替わりメニューが魅力

的！店主・奥様は元気が良く賑やかで雰囲気の良いお店です。

是非足を運んでみて下さい。

当店は2012年に創業し、現在8年目を迎えるワインバーです。
「ワインをもっとカジュアルに」をコンセプトに、ワイン初心者の方
でもワインを気軽に楽しんで頂けるお店です。
ワインは世界中のワインを約80種類取り揃えており、１人の方からで
も楽しんで頂けます。お料理は前菜・メイン・パスタなどご用意して
おりますので、お食事＆ワインのマリアージュも楽しめます。

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-21-7
TEL 03-3262-0667 URL https://ikobu-suidobashi.com/

〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-31-9
TEL 03-3696-4271

〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2-19-9 1F
TEL 03-3230-7055

〒174-0046 東京都板橋区蓮根2-31-9
TEL 03-3965-7895

中ノ郷信用組合は新型コロナ感染症に負けず頑
張っている飲食店・食品販売店を応援します。

お近くにお越しの際は、是非上記のお店にお立
ち寄りください。

中ノ郷信用組合
〒130-0005 東京都墨田区東駒形4-5-4
TEL 03-3622-7138
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/

https://ikobu-suidobashi.com/
https://www.nakanogou.shinkumi.co.jp/
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インド・ネパールレストラン

SAKURA

焼肉「登佐」

新小岩駅より少し距離はありますが、地元に愛され34年、【家庭的な雰囲

気で、安く美味しく】が「モットー」なお店。タレ、キムチ、ナムル等は

自家製。ピリ辛ラーメンも人気♪皆様のご来店心よりお待ちしております。

☆ランチ￥1,000～ ☆ディナー￥3,000～

営業時間：昼11：00～14：00、夜17：00～23：00

日曜日も営業 定休日：火曜日（祝日の場合は営業）予約可能です。

焼肉「南水苑」

昭和53年創業、ファミリー向けの焼肉店です。高品質で低価格の良質
肉が豊富でサイドメニューのキムチやナムルも人気です。口コミの評価
も4.0以上と高く、土日はとてもにぎわっております。最寄り駅都営三
田線千石駅から徒歩10分と少々遠いですが、是非足を運んでみてくだ
さい。しみください。

新小岩駅から徒歩５分【本格派でありながら、誰でも親しみやすい店】

不動の人気バターチキンカレーから日本人にはあまり馴染みのないダル

カレー等豊富なメニューをご用意。お好みで辛さの調節も可能です。

カレーの他インドの伝統的な家庭料理も魅力的♪

☆ランチ平均￥1,500、☆ディナー平均￥1,500

営業時間：昼11：00～15：00、夜17：00～23：00

定休日：無（日曜日も営業）

〒124-0023 東京都葛飾区東新小岩1-14-5
TEL 03-5671-1126

〒124-0022 東京都葛飾区奥戸1-26-3
TEL 03-3696-5070

〒112-0011 東京都文京区千石2-7-7
TEL 03-3945-4450

旬恵庵 あら垣
（しゅんけいあん あらかき）

天ぷらでは珍しい沖縄食材を用いてコースでの提供をさせて頂いていま

す。コースは、先付け・椀・向付け・酒肴から始まり、一品料理を挟み

ながら天ぷらは14品程ございます。その他、お食事・デザートとボ

リュームのあるコースです。写真上段左から自家製ジーマーミ豆腐・

ゴーヤーのアグー豚巻き・へちま・ドラゴンフルーツ・ウリズン（四角

豆）・島人参 （季節により内容は異なります）

世界的グルメガイド一つ星獲得店

湊上むら
（みなとかみむら）

明治38年創業。地元で愛され続ける老舗蕎麦屋【湊上むら】

昼は蕎麦・定食屋、夜は居酒屋として多くのサラリーマン・女性の方が仕

事帰りに気軽に立ち寄れる、裏通りの隠れ家的な店。

料理は、ボリューム感あり！手作りで昔懐かしい味！どれも心を込めてお

作りしています。名物、肉豆腐 カレー鍋はそばの出しでで作る逸品です。

お料理7品+飲み放題付き2h（L.O30分前）3500円～ 2階席貸切15～25名

様まで

〒104-0043 東京都中央区湊3-5-10 VORT新富町1FB
TEL 090-7716-4125（ご予約は前日までにお願いいたします）

〒104-0043 東京都中央区湊3-15-9
TEL 03-3551-2430 URL http://minato-kamimura.com/

http://minato-kamimura.com/

