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城南信用金庫
「人を大切にする、思いやりを大切にす

る」を経営方針とし、地域の方々を守り、

地域の発展に貢献できるよう、金融機

関の枠を越えた「社会貢献企業」「お客

様応援企業」をめざしています。

昭和女子大学
詩人である創立者が、トルストイの理

想とする教育を求め創立しました。幅

広い教養と豊かな人間性を備え、専門

的な知識を社会に生かす女性を輩出し

ています。2020 年に創立 100 周年を迎

えます。

Contents
この情報誌は、城南信用金庫と
昭和女子大学とのプロジェクト型
協働インターンシップにより「五反田
のよさを再発見！」というコンセプト
のもと、地域の元気な飲食店を取材
して制作しました。

※記事内のメニュー・価格・営業時間等の情報は、
　2017年8月〜12月取材時のものであり、変更となる可能性があります。
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生地からこだわった
　　　焼きたてピッツァ

自家製豆腐のハンバーグ ¥1,000
（土曜日・祝日 ¥1,250）

まるで森の中にいるような自然をコンセプト
にした落ち着きのある店内では、ゆったりとし
た時間とともにヘルシーでおしゃれなお食事が
いただけます。

おすすめは豆腐ハンバーグ！ランチタイム
にはサラダとデザートとドリンクが
セットになってとってもお得です。

その他にも知識豊富な店員さんたちが考え抜いた旬の
野菜たっぷりのメニューや、自家製ドレッシングが楽し
めます。女性だけでなく男性のお腹も満たせるボリュー
ムでリピーターも続出中！

さらに上階にはリラクゼーションサロンも併設してお
り、施術後にはドリンクとプチデザートのサービスがあ
ります。疲れを癒したいなと思ったら、ぜひ足を運んで
みてはいかがでしょうか？ FOREST

☆住所
品川区西五反田１－３２－３	
ＤＡＩビル２Ｆ
☆営業時間

［月〜土］	 １１：３０〜２２：００
［祝日］	 １１：３０〜２１：００
［定休日］	 日曜日
☆席数
２９席　
☆電話番号　
０３－５４３４－９７６６

五反田駅
から

徒歩５分
五反田駅

から

徒歩 1分
コスパよしサービスよし
センスよしの三拍子！

ディナーを迷っているならココ！

値段に比べてボリューム満点。そんなコストパ
フォーマンスの高いロマーノは、洋風でおしゃれ
な店内に個室もあるため女性に人気のお店です。

豪快にのせられたお肉は、カモ肉やスペアリブ
などバラエティー豊かなメイン料理。噛むとお肉
の旨みが口の中に広がるスペアリブやしつこくな
く食べやすいチキンなど、味付けもしっかりとし
ているためそのままでも美味しくいただくことが
できます。またハーブやバジル、グリーンペッ
パー、マスタードソースなど複数のソースで飽き
ることなく食べることができます。

美味しい料理がどうしてこんなに安い
のか？秘密は食材の仕入れ方にありました。
ロマーノは少しでも安くお客様に提供できる
よう港や市場から直接仕入れており、そのた
め新鮮な野菜や魚介類をたっぷりと料理に使
うことができるのです！

その他にも飲み放題プランや女子会プラ
ンと様々なコースも用意しており、用途に
よって選べるのも魅力のひとつ。ランチ、
ディナーともに気軽に足を運ぶことができ
ます！ぜひ召し上がってみてください！

トラットリア　ロマーノ
☆住所
品川区西五反田１ー５ー１
Ａ-PLＡCE　B１Ｆ
☆営業時間
ランチ
［月〜金］	 １１：３０〜１５：００	
	 (LO 14:00)
［土・日・祝］	１１：３０〜１５：３０	
	 (LO 14:30)
ディナー	 １8：００〜２４：００	
	 (LO 22:30)
［定休日］	 なし
☆席数
１０１席
☆電話番号
０３ー６４１７ー０５４３

*ロマーノ名物*
 いろいろなお肉のアロースタミスタ

トラットリア ロマーノ
野菜たっぷりの体に

優しいカフェ & ダイニング
リラクゼーションサロン併設でリラックス♪ FOREST

【職員のコメント：鈴木】
社長の『お客様に健康になっていただき
たい』という想いから、旬の食材にこだ
わったヘルシーなメニューを提供してい
ただきました。

【職員のコメント：大木】
リーズナブルな値段でありながら、量・
質ともに大満足！店内の雰囲気も落ち着
いており、リラックスしながら食事を楽
しむことができました。

【学生のコメント：野上】
落ち着いた雰囲気の店内で、野菜たっぷ
りの体に優しいメニューがいただけたの
でとても癒されました。

【学生のコメント：小澤】
五反田駅から徒歩 1分にあるおしゃれ
なイタリアン。コース料理はとてもお腹
いっぱいになりました。個人的に女子会
で食べに行きたいと思います！

21
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K のどっさりアヒージョ ¥980

黒毛和牛のたたき ¥1,480
刺し盛り（小）１人前 ¥6802016年11月にオープンしたレストラン＆

バー。店長さん、スタッフさんの名前に共通
してKが入っていることが店の名の由来だと
いう、お店の方の仲のよさが伺えるエピソー
ドも。

Kでは、前菜からパスタ、ピザ、グリル料
理など幅広いイタリアン料理を取り揃えてい
ます。店長さんおすすめの黒毛和牛のたた
きは絶妙な焼き加減で、ごま油とおろしポ
ン酢2種類のタレで味わうことができます。 

（希望があればにんにく醤油も可能）

新 鮮 な 魚 介 た っ ぷ り の ア
ヒージョも大満足の一品。そし
て城南の職員さんから人気だっ
たのは水だこのガリシア風。
オリーブオイルとガーリックで
和えた水だこにレモンをかけていただく料理です。
さっぱりしていて食べやすく、お店自慢の一品です。

料理の見栄えにもこだわっており、テーブルに
並べただけで華やかになるよう意識されているの
だそう。毎週月曜日には、レディースデイも開催
しています。

日本酒とともに味わう
海の幸

五反田で新鮮な魚介が味わえる！
瀬戸内海産や旬な魚を使った美味しい料理

がいただけます。さらに、常時20 〜 30種類
もの日本酒が取り揃えられており、日本酒に
合った料理を選んでいただけます。一般的な
和食だけでなく、洋食やエスニック料理など
を作っていただけることも。

美味しい料理と美味しい日本酒に大満足し
たなら、またすぐに足を運びたくなること間
違いなしです！

あなたもお好みの日本酒を美味しい料理で
味わってみてはいかがですか？ 蒼〜 ao 〜

☆住所
品川区西五反田７－７－２
☆営業時間
［月〜金］	 １１：３０〜１４：００
	 １７：００〜２３：００
［土］	 １７：００〜２３：００
［定休日］	 日、祝日
☆席数
２６席
☆電話番号
０３－６４３１－88６９

蒼〜 ao 〜
産地直送の食材に

こだわった心温まる美味しさ Restaurant&Bar K

【職員のコメント：近藤】
明るいおしゃれな店内で食べるイタリア
ンは最高！自家製サングリアは飲みやす
くて女性におすすめです！

【学生のコメント：寺崎】
お店の方の仲のよさが伝わってくる、雰
囲気のよいお店でした。素材の味を生か
した美味しいお料理をぜひ皆さんに味
わっていただきたいです！

【学生のコメント：荒井】
新鮮な魚介とこだわりの日本酒を楽しむ
贅沢な時間を過ごせました。日本酒にあ
まり明るくなくても店員の方々に教えて
いただけるので、帰る頃には日本酒に少
し詳しくなれました。

【職員のコメント：鈴木】
メニューは日替わりですべて手作り！美
味しい料理と、美味しいお酒を味わうこ
とが出来ました。店内の雰囲気もよく至
福のひと時を過ごせました。日本酒好き
の方は必見です。

五反田駅
から

徒歩 4分
五反田駅

から

徒歩 6分

 Restaurant&Bar K
☆住所
品川区西五反田１－１７－６　
GRＩO五反田６Ｆ
☆営業時間

［ランチ］	 １１：３０〜１４：００
（火〜金）	 (LO 20分前)
［ディナー］	１７：００〜２２：００
	 (LO 22:00)

［バー］	 ２２：００〜３：００
	 (LO 30分前)
※金土祝前日以外は１時まで営業

［定休日］	 日、祝日
※土曜が祝日の場合は１時まで営業
☆席数　
４９席
☆電話番号　
０３－６４１７－９３３６
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明るいおしゃれな店内で食べるイタリア
ンは最高！自家製サングリアは飲みやす
くて女性におすすめです！

【学生のコメント：寺崎】
お店の方の仲のよさが伝わってくる、雰
囲気のよいお店でした。素材の味を生か
した美味しいお料理をぜひ皆さんに味
わっていただきたいです！

【学生のコメント：荒井】
新鮮な魚介とこだわりの日本酒を楽しむ
贅沢な時間を過ごせました。日本酒にあ
まり明るくなくても店員の方々に教えて
いただけるので、帰る頃には日本酒に少
し詳しくなれました。

【職員のコメント：鈴木】
メニューは日替わりですべて手作り！美
味しい料理と、美味しいお酒を味わうこ
とが出来ました。店内の雰囲気もよく至
福のひと時を過ごせました。日本酒好き
の方は必見です。

五反田駅
から

徒歩 4分
五反田駅

から

徒歩 6分

 Restaurant&Bar K
☆住所
品川区西五反田１－１７－６　
GRＩO五反田６Ｆ
☆営業時間

［ランチ］	 １１：３０〜１４：００
（火〜金）	 (LO 20分前)
［ディナー］	１７：００〜２２：００
	 (LO 22:00)

［バー］	 ２２：００〜３：００
	 (LO 30分前)
※金土祝前日以外は１時まで営業

［定休日］	 日、祝日
※土曜が祝日の場合は１時まで営業
☆席数　
４９席
☆電話番号　
０３－６４１７－９３３６

43



意気な寿し処阿部では上質なお寿司が手頃
なお値段で楽しめます。住宅街に隣接してい
るため家族連れの方々の来店が多いほか、職

人さんの気さくなおもてなしも相まって仕
事帰りのサラリーマンもよく訪れます。し
かし、リピーターに恵まれる理由はそれだ
けではありません！

まず、ボリュームたっぷりの海鮮丼！重量
感のある器に負けないほど、彩り豊かな具が
ふんだんに使われています。最後まで美味し
く食べられ、男性もこれ一品で満足できるこ
とでしょう。

それに加えて充実した
おつまみ！これは五反田
店でしか味わうことができ
ません。月ごとに変わるお
酒や早朝5時まで営業して
いることもあり、平日の19
時ごろにはサラリーマンで
あふれる人気店です。また、
料理に使われているお米や
野菜はオーナーの父母が新潟
で育てたものだそうです。

さらに、自宅や会社への出張サービスやお年寄りもくつろげる掘りごたつ
も、幅広いお客様に愛される理由と言えるでしょう。ぜひ一度、粋なおもて
なしを体験しに訪れてみてはいかがでしょうか。

もてなしの心を映す粋な寿司 意気な寿し処 阿部

「板前お任せ」コース ¥5,800
お寿司と椀物

意気な寿し処「阿部」
五反田店

☆住所
品川区西五反田７－１６－３
加藤ビル１階
☆営業時間

［月〜金］	 １１：００〜１５：００
	 １７：３０〜翌５：００

［土］	 １１：３０〜１４：３０
［日・祝］	 １１：３０〜１４：３０
	 １７：００〜２４：００
昼夜とも、LOは閉店時間の３０分前

［定休日］	 なし
☆席数
４０席
☆電話番号　
０３－３４９１－５６６５

【学生のコメント：池田】
出てくる品々すべてが彩り豊かで、舌だ
けでなく、目でも楽しめました。また、
同じ料理であっても蒸物の人参の形が
違っていたり、一つひとつ丁寧に作られ
ていることが感じられました。

【職員のコメント：宇夫方】
海鮮丼は卵とネタの相性が非常によく、
ボリュームもあり絶品です。店舗も改装
したことから、全面禁煙になっており、
お子様連れでも安心です。

秋田犬の置物が出迎えてくれる秋田郷土料理 
吾作は、昭和24年創業、目黒川沿いにあり、歴
史と風情が感じられる佇まい。1階のテーブル席
や広間や個室もあり、様々な用途で利用できそう。

年配の方、サラリーマンを中心に、学生や家族
連れにも愛されるお店です。

一番のおすすめメニューは何といってもきりたんぽ鍋。
出汁は、想像よりもはるかに濃厚で、やさしい甘みが感じ
られました。きりたんぽのモチモチっとした食感もやみつ
きになること間違いなしです！

その他にも、つるっ、ぷりっ、とした食感が面白く、美
容効果もある山菜のじゅんさい､ 柚子の香りがふわっと広
がるプチプチ食感のとんぶり、上品な脂のりのはたはた、
はたはたの魚醤を使用したしょっつる鍋など、吾作の秋田
愛詰まった料理が召し上がれます。

きりたんぽを食べたことがある人もない人も、天下一
品！こだわりスープを使ったきりたんぽ鍋を食べに、ぜひ
一度足を運んでみてください。

落ち着いた雰囲気と風格
こだわりの食材を生かした秋田料理 秋田郷土料理 吾作

はたはた塩焼き

秋田郷土料理 吾作
☆住所
品川区西五反田１－２９－２
☆営業時間
ランチ
［月〜金］	 １１：３０〜１４：３０
	 (LO 14:00)
ディナー
［月〜土］	 １６：３０〜２２：４５
	 (LO 22:00)
時間外の予約は要相談
ご予約の場合は定休日も営業
☆席数
１６５席
☆電話番号　
［TEL］０３－３４９１－２２２１
［FAX］ ０３－３４９２－６６２２
［フリーダイヤル］
０１２０－５３９－０１４

【学生のコメント：篠田】
秋田料理をいただいたのは初めてでした
が、どの料理も素材の美味しさを感じる
心温まる味で、また食べに来たいと思い
ました。特に地鶏の出汁が味わえるきり
たんぽ鍋は絶品です！

【職員のコメント：豊田】
地鶏の出汁が入ったきりたんぽや秋にな
ると色づくほうき草の実・とんぶりといっ
た秋田のこだわり食材を使った郷土料理
と秋田犬好きのご主人、笑顔が素敵な奥
様のお話で心も体も温まりました。

五反田駅
から

徒歩 7分 五反田駅
から

徒歩 3分
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意気な寿し処阿部では上質なお寿司が手頃
なお値段で楽しめます。住宅街に隣接してい
るため家族連れの方々の来店が多いほか、職

人さんの気さくなおもてなしも相まって仕
事帰りのサラリーマンもよく訪れます。し
かし、リピーターに恵まれる理由はそれだ
けではありません！

まず、ボリュームたっぷりの海鮮丼！重量
感のある器に負けないほど、彩り豊かな具が
ふんだんに使われています。最後まで美味し
く食べられ、男性もこれ一品で満足できるこ
とでしょう。

それに加えて充実した
おつまみ！これは五反田
店でしか味わうことができ
ません。月ごとに変わるお
酒や早朝5時まで営業して
いることもあり、平日の19
時ごろにはサラリーマンで
あふれる人気店です。また、
料理に使われているお米や
野菜はオーナーの父母が新潟
で育てたものだそうです。

さらに、自宅や会社への出張サービスやお年寄りもくつろげる掘りごたつ
も、幅広いお客様に愛される理由と言えるでしょう。ぜひ一度、粋なおもて
なしを体験しに訪れてみてはいかがでしょうか。

もてなしの心を映す粋な寿司 意気な寿し処 阿部

「板前お任せ」コース ¥5,800
お寿司と椀物

意気な寿し処「阿部」
五反田店

☆住所
品川区西五反田７－１６－３
加藤ビル１階
☆営業時間

［月〜金］	 １１：００〜１５：００
	 １７：３０〜翌５：００

［土］	 １１：３０〜１４：３０
［日・祝］	 １１：３０〜１４：３０
	 １７：００〜２４：００
昼夜とも、LOは閉店時間の３０分前

［定休日］	 なし
☆席数
４０席
☆電話番号　
０３－３４９１－５６６５

【学生のコメント：池田】
出てくる品々すべてが彩り豊かで、舌だ
けでなく、目でも楽しめました。また、
同じ料理であっても蒸物の人参の形が
違っていたり、一つひとつ丁寧に作られ
ていることが感じられました。

【職員のコメント：宇夫方】
海鮮丼は卵とネタの相性が非常によく、
ボリュームもあり絶品です。店舗も改装
したことから、全面禁煙になっており、
お子様連れでも安心です。

秋田犬の置物が出迎えてくれる秋田郷土料理 
吾作は、昭和24年創業、目黒川沿いにあり、歴
史と風情が感じられる佇まい。1階のテーブル席
や広間や個室もあり、様々な用途で利用できそう。

年配の方、サラリーマンを中心に、学生や家族
連れにも愛されるお店です。

一番のおすすめメニューは何といってもきりたんぽ鍋。
出汁は、想像よりもはるかに濃厚で、やさしい甘みが感じ
られました。きりたんぽのモチモチっとした食感もやみつ
きになること間違いなしです！

その他にも、つるっ、ぷりっ、とした食感が面白く、美
容効果もある山菜のじゅんさい､ 柚子の香りがふわっと広
がるプチプチ食感のとんぶり、上品な脂のりのはたはた、
はたはたの魚醤を使用したしょっつる鍋など、吾作の秋田
愛詰まった料理が召し上がれます。

きりたんぽを食べたことがある人もない人も、天下一
品！こだわりスープを使ったきりたんぽ鍋を食べに、ぜひ
一度足を運んでみてください。

落ち着いた雰囲気と風格
こだわりの食材を生かした秋田料理 秋田郷土料理 吾作

はたはた塩焼き

秋田郷土料理 吾作
☆住所
品川区西五反田１－２９－２
☆営業時間
ランチ
［月〜金］	 １１：３０〜１４：３０
	 (LO 14:00)
ディナー
［月〜土］	 １６：３０〜２２：４５
	 (LO 22:00)
時間外の予約は要相談
ご予約の場合は定休日も営業
☆席数
１６５席
☆電話番号　
［TEL］０３－３４９１－２２２１
［FAX］ ０３－３４９２－６６２２
［フリーダイヤル］
０１２０－５３９－０１４

【学生のコメント：篠田】
秋田料理をいただいたのは初めてでした
が、どの料理も素材の美味しさを感じる
心温まる味で、また食べに来たいと思い
ました。特に地鶏の出汁が味わえるきり
たんぽ鍋は絶品です！

【職員のコメント：豊田】
地鶏の出汁が入ったきりたんぽや秋にな
ると色づくほうき草の実・とんぶりといっ
た秋田のこだわり食材を使った郷土料理
と秋田犬好きのご主人、笑顔が素敵な奥
様のお話で心も体も温まりました。

五反田駅
から

徒歩 7分 五反田駅
から

徒歩 3分
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串揚げ とん清は、大崎広小路駅から徒歩２
分の場所にあります。創業1980年、街の変化
を感じながらも、「カツ」へのこだわりは変わ

りません。
おすすめは、何といっても「ロースカ

ツ」。ランチの忙しい時間帯でも、分厚
く、サクッとジューシーなカツを提供
しています。「食べ応えのあるカツを提
供したい」とのこだわりから15〜20分の
待ち時間がありますが、とんかつチェー
ン店とは比べられないボリュームで大満
足のとんかつをいただくことができます。
ボリュームがありながらも米油100％で、
もたれにくく女性でもペロッと食べられ
るところも魅力です。

さらに、ランチタイムは
ライス、みそ汁、キャベツ
ともに大盛り無料で、食べ
る人に午後への活力を与え
てくれます。特に、細かく
千切りされ、冷えてみずみず
しいキャベツは、カツとの相
性抜群です。こだわりの、ワ
インビネガー入りソースで召し上がってください！

また、ランチタイムはとんかつだけでなくカツカレーや
カツ丼もあります。

サクサクの食感の虜になる 串揚げ とん清

ひれかつ ¥1,080

カツカレー ¥980

串揚げ とん清
☆住所
品川区西五反田8－１－１４
☆営業時間

［月〜金］	 １１：４５〜１３：３０
	 １７：３０〜２２：３０	
	 (LO 22:00)

［土］	 １１：４５〜１４：００
［定休日］	 日、祝日
☆電話番号　
０３－３４９２－６４９２

【職員のコメント：佐藤】
みずみずしいキャベツがカツとマッチし
ていて、美味しかったです。食べ応えも
抜群でした！

【学生のコメント：三浦】
カツとじをいただきました。卵がのって
いてもサクッと感を保っていて絶品で
した！

江戸時代から伝わる「二八そば」で有名なそば
処遊庵。二八とはそば粉とつなぎの割合のこと
で、国産そば粉8割、つなぎ2割で打ったそば
を提供しています。北海道産のそば粉を使用
し、そばの若葉の粉末や粗挽きにした丸抜きを
加えることで風味豊かなおそばに仕上がってい
ます。

そばつゆは、上質な鰹節と鯖節、それに利尻昆布を贅沢に使って
煮出した一番出汁をベースに、最上級の生醤油、味醂、ざらめを使っ
た「本がえし」を加え、ほどよく寝かせて作られます。落ち着きを持
たせたつゆは、風味豊かなそばとこれ以上ないほど合う仕上がりで
す。「そばの基本は素材と出汁」という言葉にも納得のおそばです！

また、遊庵はおつまみが豊富で、焼き鳥や卵焼き等のスタンダー
ドなものから、そばチップやそばがき等ここでしか食べられないも
のまでそろい踏み！ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

おそばと接客の温かさは
あなたの心を温めます そば処 遊庵

ぶっかけ赤富士
　　　駿河湾造り ¥950

そばがき ¥750

そば処 遊庵
☆住所
品川区西五反田７－１３－１１
☆営業時間
［月〜土・祝］	１１：００〜１５：００
［定休日］	 日曜日
☆席数
５４席(1F:5卓18席、 2F:9卓36席)
☆電話番号　
０３－５４8７－２１３６

【学生のコメント：池田】
店員の方の笑顔が素敵で、こちらも思わ
ず笑顔になってしまうような温かいお店
でした。初めて食べたそばがきは、もち
もちしていて新感覚なおつまみでおすす
めです。

【職員のコメント：染谷】
けんちん蕎麦をいただきました。
寒い冬場にぴったりでとても温かくな
り、具だくさんでとても美味しかった
です。

五反田駅
から

徒歩 4分 五反田駅
から

徒歩 6分
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串揚げ とん清は、大崎広小路駅から徒歩２
分の場所にあります。創業1980年、街の変化
を感じながらも、「カツ」へのこだわりは変わ

りません。
おすすめは、何といっても「ロースカ

ツ」。ランチの忙しい時間帯でも、分厚
く、サクッとジューシーなカツを提供
しています。「食べ応えのあるカツを提
供したい」とのこだわりから15〜20分の
待ち時間がありますが、とんかつチェー
ン店とは比べられないボリュームで大満
足のとんかつをいただくことができます。
ボリュームがありながらも米油100％で、
もたれにくく女性でもペロッと食べられ
るところも魅力です。

さらに、ランチタイムは
ライス、みそ汁、キャベツ
ともに大盛り無料で、食べ
る人に午後への活力を与え
てくれます。特に、細かく
千切りされ、冷えてみずみず
しいキャベツは、カツとの相
性抜群です。こだわりの、ワ
インビネガー入りソースで召し上がってください！

また、ランチタイムはとんかつだけでなくカツカレーや
カツ丼もあります。

サクサクの食感の虜になる 串揚げ とん清

ひれかつ ¥1,080

カツカレー ¥980

串揚げ とん清
☆住所
品川区西五反田8－１－１４
☆営業時間

［月〜金］	 １１：４５〜１３：３０
	 １７：３０〜２２：３０	
	 (LO 22:00)

［土］	 １１：４５〜１４：００
［定休日］	 日、祝日
☆電話番号　
０３－３４９２－６４９２

【職員のコメント：佐藤】
みずみずしいキャベツがカツとマッチし
ていて、美味しかったです。食べ応えも
抜群でした！

【学生のコメント：三浦】
カツとじをいただきました。卵がのって
いてもサクッと感を保っていて絶品で
した！

江戸時代から伝わる「二八そば」で有名なそば
処遊庵。二八とはそば粉とつなぎの割合のこと
で、国産そば粉8割、つなぎ2割で打ったそば
を提供しています。北海道産のそば粉を使用
し、そばの若葉の粉末や粗挽きにした丸抜きを
加えることで風味豊かなおそばに仕上がってい
ます。

そばつゆは、上質な鰹節と鯖節、それに利尻昆布を贅沢に使って
煮出した一番出汁をベースに、最上級の生醤油、味醂、ざらめを使っ
た「本がえし」を加え、ほどよく寝かせて作られます。落ち着きを持
たせたつゆは、風味豊かなそばとこれ以上ないほど合う仕上がりで
す。「そばの基本は素材と出汁」という言葉にも納得のおそばです！

また、遊庵はおつまみが豊富で、焼き鳥や卵焼き等のスタンダー
ドなものから、そばチップやそばがき等ここでしか食べられないも
のまでそろい踏み！ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

おそばと接客の温かさは
あなたの心を温めます そば処 遊庵

ぶっかけ赤富士
　　　駿河湾造り ¥950

そばがき ¥750

そば処 遊庵
☆住所
品川区西五反田７－１３－１１
☆営業時間
［月〜土・祝］	１１：００〜１５：００
［定休日］	 日曜日
☆席数
５４席(1F:5卓18席、 2F:9卓36席)
☆電話番号　
０３－５４8７－２１３６

【学生のコメント：池田】
店員の方の笑顔が素敵で、こちらも思わ
ず笑顔になってしまうような温かいお店
でした。初めて食べたそばがきは、もち
もちしていて新感覚なおつまみでおすす
めです。

【職員のコメント：染谷】
けんちん蕎麦をいただきました。
寒い冬場にぴったりでとても温かくな
り、具だくさんでとても美味しかった
です。

五反田駅
から

徒歩 4分 五反田駅
から

徒歩 6分
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創業６５年、地域の皆様に愛され
続けてきた老舗の中華料理店。愛さ
れてきた理由は何といってもその
リーズナブルな価格にあります。

あっさりと食べやすい味付けはお
客様にも好評で、中でも、広東麺と
酸辣湯麺が女性のお客様からの注文
も多い人気メニューです。

昨年２月に改装され新し
くなった店内では、３階を
宴会場としても利用できる
ため、会社の歓送迎会での
利用もおすすめです。

優しさが味と価格に染みわたる 桐島家

北京ダック 1/4 ¥1,500

細切蒸鳥のピリ辛ゴマソースかけ
( 棒々鶏 ) ¥800

桐島家
☆住所
品川区西五反田７－６－２
☆営業時間

［月〜金］	 １１：００〜１５：００
	 １７：００〜２２：００

［土］	 １７：００〜２１：００
［定休日］	 日、祝日
☆席数
５8席
☆電話番号　
０３－３４９１－９４５４

【職員のコメント：佐藤】
私のおすすめは麻婆豆腐です。一度食べ
始めると止まらなくなり、ライスも欲し
くなります。少人数から大人数まで満足
していただけます。五反田に来た際はぜ
ひ一度足を運んでみてください‼︎

【学生のコメント：野上】
低価格でボリュームたっぷりの中華料理
が楽しめました。お財布に優しいだけで
なく、店主さんもとてもお優しい方で
した。

五反田駅から少し歩いた路地にある、レ
トロな佇まいの中華料理屋です。昭和9年
に創業され、五反田で働く人々や近くに住
んでいる方の胃袋をつかんで離さない、ま
さに地元に愛されているお店です。

メニューはラーメンから丼もの、定食な
ど様々。特にラーメンは自家製麺にこだ
わっておりおすすめ。歯切れのよい細めの
ちぢれ麺が、とんこつベースの鶏がらを加
えたあっさりとした醤油味に絡み、シンプ
ルながらも店主の腕が光る絶品メニュー
です。

しゅうまいと半ラーメン
のセットで950円と値段も
安く、ボリュームがあるの
でお勤めの方々に絶大な人
気を博しています。また、
水・木限定の酢豚定食や、
月・火・金限定の丼ものやカツカレーなど、曜日によっ
てメニューが変わるため、常連客を飽きさせません！
アットホームでどこか懐かしい平和軒の味をぜひご賞
味ください。

路地裏にひっそり佇む中華料理屋
地元に愛されるちょっとレトロで

温かなお店 平和軒

ワンタン麺 ¥650

日替わりサービスランチ
酢豚定食 ¥750

平和軒
☆住所
品川区西五反田７－１8－４
☆営業時間
［月〜金］	 １１：００〜１４：３０
	 １７：００〜２１：００

［定休日］	 土、日、祝日
☆席数
１６席
☆電話番号　
０３－３４９１－４３０１

【職員のコメント：佐藤】
私のおすすめはチャーハンです。よく炒
めたお米と絶妙な味付けは、また何度も
食べたくなります。ランチもディナーも
お腹を満たしてくれます。ぜひ一度ご賞
味ください。

【学生のコメント：鈴木】
私は女性に人気の高い黒酢あんかけ酢豚
をいただきました。黒酢の酸味がほどよ
く、食べやすいので、女性の方でもぺろ
りと食べられると思います。

五反田駅
から

徒歩 7分 五反田駅
から

徒歩 8分
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創業６５年、地域の皆様に愛され
続けてきた老舗の中華料理店。愛さ
れてきた理由は何といってもその
リーズナブルな価格にあります。

あっさりと食べやすい味付けはお
客様にも好評で、中でも、広東麺と
酸辣湯麺が女性のお客様からの注文
も多い人気メニューです。

昨年２月に改装され新し
くなった店内では、３階を
宴会場としても利用できる
ため、会社の歓送迎会での
利用もおすすめです。

優しさが味と価格に染みわたる 桐島家

北京ダック 1/4 ¥1,500

細切蒸鳥のピリ辛ゴマソースかけ
( 棒々鶏 ) ¥800

桐島家
☆住所
品川区西五反田７－６－２
☆営業時間

［月〜金］	 １１：００〜１５：００
	 １７：００〜２２：００

［土］	 １７：００〜２１：００
［定休日］	 日、祝日
☆席数
５8席
☆電話番号　
０３－３４９１－９４５４

【職員のコメント：佐藤】
私のおすすめは麻婆豆腐です。一度食べ
始めると止まらなくなり、ライスも欲し
くなります。少人数から大人数まで満足
していただけます。五反田に来た際はぜ
ひ一度足を運んでみてください‼︎

【学生のコメント：野上】
低価格でボリュームたっぷりの中華料理
が楽しめました。お財布に優しいだけで
なく、店主さんもとてもお優しい方で
した。

五反田駅から少し歩いた路地にある、レ
トロな佇まいの中華料理屋です。昭和9年
に創業され、五反田で働く人々や近くに住
んでいる方の胃袋をつかんで離さない、ま
さに地元に愛されているお店です。

メニューはラーメンから丼もの、定食な
ど様々。特にラーメンは自家製麺にこだ
わっておりおすすめ。歯切れのよい細めの
ちぢれ麺が、とんこつベースの鶏がらを加
えたあっさりとした醤油味に絡み、シンプ
ルながらも店主の腕が光る絶品メニュー
です。

しゅうまいと半ラーメン
のセットで950円と値段も
安く、ボリュームがあるの
でお勤めの方々に絶大な人
気を博しています。また、
水・木限定の酢豚定食や、
月・火・金限定の丼ものやカツカレーなど、曜日によっ
てメニューが変わるため、常連客を飽きさせません！
アットホームでどこか懐かしい平和軒の味をぜひご賞
味ください。

路地裏にひっそり佇む中華料理屋
地元に愛されるちょっとレトロで

温かなお店 平和軒

ワンタン麺 ¥650

日替わりサービスランチ
酢豚定食 ¥750

平和軒
☆住所
品川区西五反田７－１8－４
☆営業時間
［月〜金］	 １１：００〜１４：３０
	 １７：００〜２１：００

［定休日］	 土、日、祝日
☆席数
１６席
☆電話番号　
０３－３４９１－４３０１

【職員のコメント：佐藤】
私のおすすめはチャーハンです。よく炒
めたお米と絶妙な味付けは、また何度も
食べたくなります。ランチもディナーも
お腹を満たしてくれます。ぜひ一度ご賞
味ください。

【学生のコメント：鈴木】
私は女性に人気の高い黒酢あんかけ酢豚
をいただきました。黒酢の酸味がほどよ
く、食べやすいので、女性の方でもぺろ
りと食べられると思います。

五反田駅
から

徒歩 7分 五反田駅
から

徒歩 8分

9 10



タン盛り ¥1,890

ホルモン ¥780

「うまい！元気！楽しい！それがぐう！」をモッ
トーとした炭火焼ホルモンぐう五反田店は、その
モットー通り明るい素敵な店員さんたちが迎えてく
れます。

お肉を食べる前にぜひ食べてもらいたいのが、自
家製の浅漬けキムチ！注文を受けてから生の白菜を
和えるので、みずみずしさがあり、シャキッとした
食感がくせになります。

五反田店のホルモンの中で人気№１はシマチョウ
のみそタレ。表面をカリカリに焼くことで、柔らか
い脂の甘みがより引き出され、まさに絶品です！

また、私たちのおすす
めなのが牛こめかみ！
あごや頬肉にあたる超
希少部位です。さしが
綺麗に入っており、噛めば噛むほど味が出てきます。ぐう
のお肉は最初からお店こだわりの味がついているので、タ
レをつけることなくいただくことができます。

17時〜19時の間はハイボールが200円と嬉しいサービ
スも。炭火で焼く美味しいぐうのホルモンをぜひ召し上
がってみてください！ 炭火焼ホルモン　ぐう

五反田店
☆住所
品川区西五反田１－２５－７
東京モリスビル第４
☆営業時間（年中無休）
１７：００〜２４：００

［金・祝前日］	１７：００〜２：００
☆席数
２４席
☆電話番号　
０３－３４９３－３７２９
予約受付１４：００〜

パンチの効いた肉の旨味
たっぷりのステーキを

召し上がれ

「うまいステーキをガッツリ食べて満腹の幸せを感じても
らいたい」…そんな想いでオープンした、ステーキてっ
ぺい五反田店は、カジュアルで落ち着いた雰囲気。お店
の方のさりげない心遣いも感じるお店です。

メインであるお肉の前に、まず食べて欲しいのがオリ
ジナルドレッシングのてっぺいサラダ！ふんだんにか
かっている、こってりクリーミーなにんにくドレッシン
グがやみつきになり、このサラダをリピートするお客様
が多いというのも納得です。

ステーキは、てっぺい(サガリ)、ハラミ、ヒレ、サー
ロインの４種類で、すべて食べやすいサイコロカット。
焼き加減をお好みで変えることもできます。

看板メニューてっぺいは、プリっと柔らかジューシー
な赤身肉。筋を丁寧に抜いてあるので、女性の方でもぺ
ろりと食べられます。ソースはバター醤油、大根おろし
醤油、にんにく醤油、ごまだれの4種類から選ぶことが
でき、常連客を飽きさせません。

また、私たちのイチ押しは
チーズハンバーグ！粗めのお
肉がぎゅっと使われているた
め肉々しく、それでいて柔らか
い、まさに絶品です。チーズの
溶けたデミグラスソースには、
ステーキのお肉から取った牛筋
が使われていて、ハンバーグの
味をさらに美味しくしています。
ランチには１日５食限定の煮込
みハンバーグ￥1,000があり、平
日でも12時半には売り切れてし
まう人気メニューです。

他にもリーズナブルなランチ、
おつまみメニュー、コースも揃っているので、様々な用途
で利用してみてはいかがでしょうか？

チーズハンバーグ180g ¥1,980

てっぺいステーキ 200g ¥2,580

ステーキてっぺいおしゃれな店内で
備長炭焼きホルモンを堪能 ! 炭火焼ホルモン　ぐう

【職員のコメント：飯塚】
脂がたっぷりのった新鮮なホルモンは絶
品です。ホルモンだけでなく希少部位も
楽しめるので、ホルモンが苦手な方にも
おすすめです。

【学生のコメント：鈴木】
お肉の前に必ず出てくるキャベツがくせ
になります。自家製のコチュジャンマヨ
ドレッシングと醤油ゴマドレッシングが
絶品です。

【職員のコメント：近藤】
どの部位のお肉を食べても大満足の美味
しさ！ステーキに負けず肉汁たっぷりの
ハンバーグもおすすめです！

【学生のコメント：篠田】
にんにく料理はどれもくせになるけれ
ど、てっぺいサラダはどこか違う。さっ
ぱりこってりのバランスが最高です！

五反田駅
から

徒歩 1分
五反田駅

から

徒歩 7分

ステーキてっぺい
五反田店

☆住所
品川区西五反田２－３１－４
KKビル１Ｆ
☆営業時間

［月〜土・祝］	１１：３０〜１４：３０　
	 １8：００〜２３：３０	
	 (LO 23:00)
［定休日］	 日曜日
☆席数
１8席
（カウンター４席、テーブル１４席）
☆電話番号
０３－６４２０－０２９２
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タン盛り ¥1,890

ホルモン ¥780

「うまい！元気！楽しい！それがぐう！」をモッ
トーとした炭火焼ホルモンぐう五反田店は、その
モットー通り明るい素敵な店員さんたちが迎えてく
れます。

お肉を食べる前にぜひ食べてもらいたいのが、自
家製の浅漬けキムチ！注文を受けてから生の白菜を
和えるので、みずみずしさがあり、シャキッとした
食感がくせになります。

五反田店のホルモンの中で人気№１はシマチョウ
のみそタレ。表面をカリカリに焼くことで、柔らか
い脂の甘みがより引き出され、まさに絶品です！

また、私たちのおすす
めなのが牛こめかみ！
あごや頬肉にあたる超
希少部位です。さしが
綺麗に入っており、噛めば噛むほど味が出てきます。ぐう
のお肉は最初からお店こだわりの味がついているので、タ
レをつけることなくいただくことができます。

17時〜19時の間はハイボールが200円と嬉しいサービ
スも。炭火で焼く美味しいぐうのホルモンをぜひ召し上
がってみてください！ 炭火焼ホルモン　ぐう

五反田店
☆住所
品川区西五反田１－２５－７
東京モリスビル第４
☆営業時間（年中無休）
１７：００〜２４：００

［金・祝前日］	１７：００〜２：００
☆席数
２４席
☆電話番号　
０３－３４９３－３７２９
予約受付１４：００〜

パンチの効いた肉の旨味
たっぷりのステーキを

召し上がれ

「うまいステーキをガッツリ食べて満腹の幸せを感じても
らいたい」…そんな想いでオープンした、ステーキてっ
ぺい五反田店は、カジュアルで落ち着いた雰囲気。お店
の方のさりげない心遣いも感じるお店です。

メインであるお肉の前に、まず食べて欲しいのがオリ
ジナルドレッシングのてっぺいサラダ！ふんだんにか
かっている、こってりクリーミーなにんにくドレッシン
グがやみつきになり、このサラダをリピートするお客様
が多いというのも納得です。

ステーキは、てっぺい(サガリ)、ハラミ、ヒレ、サー
ロインの４種類で、すべて食べやすいサイコロカット。
焼き加減をお好みで変えることもできます。

看板メニューてっぺいは、プリっと柔らかジューシー
な赤身肉。筋を丁寧に抜いてあるので、女性の方でもぺ
ろりと食べられます。ソースはバター醤油、大根おろし
醤油、にんにく醤油、ごまだれの4種類から選ぶことが
でき、常連客を飽きさせません。

また、私たちのイチ押しは
チーズハンバーグ！粗めのお
肉がぎゅっと使われているた
め肉々しく、それでいて柔らか
い、まさに絶品です。チーズの
溶けたデミグラスソースには、
ステーキのお肉から取った牛筋
が使われていて、ハンバーグの
味をさらに美味しくしています。
ランチには１日５食限定の煮込
みハンバーグ￥1,000があり、平
日でも12時半には売り切れてし
まう人気メニューです。

他にもリーズナブルなランチ、
おつまみメニュー、コースも揃っているので、様々な用途
で利用してみてはいかがでしょうか？

チーズハンバーグ180g ¥1,980

てっぺいステーキ 200g ¥2,580

ステーキてっぺいおしゃれな店内で
備長炭焼きホルモンを堪能 ! 炭火焼ホルモン　ぐう

【職員のコメント：飯塚】
脂がたっぷりのった新鮮なホルモンは絶
品です。ホルモンだけでなく希少部位も
楽しめるので、ホルモンが苦手な方にも
おすすめです。

【学生のコメント：鈴木】
お肉の前に必ず出てくるキャベツがくせ
になります。自家製のコチュジャンマヨ
ドレッシングと醤油ゴマドレッシングが
絶品です。

【職員のコメント：近藤】
どの部位のお肉を食べても大満足の美味
しさ！ステーキに負けず肉汁たっぷりの
ハンバーグもおすすめです！

【学生のコメント：篠田】
にんにく料理はどれもくせになるけれ
ど、てっぺいサラダはどこか違う。さっ
ぱりこってりのバランスが最高です！

五反田駅
から

徒歩 1分
五反田駅

から

徒歩 7分

ステーキてっぺい
五反田店

☆住所
品川区西五反田２－３１－４
KKビル１Ｆ
☆営業時間

［月〜土・祝］	１１：３０〜１４：３０　
	 １8：００〜２３：３０	
	 (LO 23:00)
［定休日］	 日曜日
☆席数
１8席
（カウンター４席、テーブル１４席）
☆電話番号
０３－６４２０－０２９２

1211



*名物* 幻の鶏ホルモン ¥777（税別）

*名物*ばかたれ煮込み¥680（税別）

ローストビーフ定食 ¥1,500

ミックス定食 ¥1,300

西五反田に本店をかまえる鶏ホルモン ばか
たれは、鶏肉を専門に扱う鶏焼肉発祥の店。

社長の禹さんが名物としておすすめするのは
「幻の鶏ホルモン」。愛知県産赤鶏一羽から一片
（約10グラム）しか取れない非常に珍しい部位
で、社長の独自のルートで手に入れるためここ
でしか食べられません！口に含むとホルモンと
は違った食感、とろりととろける感覚にやみつ
きになること間違いありません！

宴会コースはこの「幻の鶏ホルモン」をはじめ
とする鶏の様々な部位のほか、全13種を舟に
盛り付けた「大山鶏の舟盛」をメインに、鶏の
お刺身や名物「ばかたれ煮込み」なども含まれ、
ボリュームたっぷりのコースとなっています。

私たちのおすすめは、
コースにも入っている名
物「ばかたれ煮込み」！
12種類の新鮮な鶏ホルモンを贅沢に煮
込んだ煮込みは濃厚で、鶏焼肉とは違った食感を楽しむこ
とができます。

五反田駅から徒歩1分という好立地、芸能人の方もお忍
びで多く来店されるとか。ここでしか食べられない、珍し
い鶏ホルモンをぜひ召し上がってみてください！

鶏ホルモン
ばかたれ　五反田本店
☆住所
品川区西五反田１－４－8
秀和五反田駅前レジテンス２階
☆営業時間
１７：００〜２４：００

［定休日］	 日、祝日
☆席数
２０席
（テーブル６卓（４名×４卓、２名×２卓））
☆電話番号　
０３－３４９５－8０３8　

五反田で話題の謎の肉？
「幻の鶏ホルモン」！ 鶏ホルモン　ばかたれ

【職員のコメント：児玉】
どの料理も新鮮でボリュームがありとて
も食べ応えがありました。また個人的に
行きたいと思います。

【学生のコメント：小澤】
焼肉なのにしつこい脂が全くなくて、と
ても食べやすい鶏ホルモンです。女性の
方も満足すること間違いありません。

【学生のコメント：天沼】
お肉が柔らかくお腹が空いている時には
もってこいだと思います。おかわり自由
なところも魅力的でした。

【職員のコメント：近藤】
ローストビーフは絶品！どれを食べても
後悔しません！五反田に来た際はぜひ！

ライス、サラダ、味噌汁はおかわり自由！
香ばしくジューシーな

ローストビーフを召し上がれ！

地 元 で 大 人 気 の ロ ー ス ト ビ ー フ 専 門 店 の
FUJIYAMA。店内は新しく、テーブル席に加え
カウンター席も充実しているため、ひとりランチ
も気兼ねなくできそうです。

ローストビーフはもちろん、「ローストポーク」
も絶品。肉に時間をかけて火をじっくり入れるこ
とで、柔らかく、香ばしいローストポークに仕上
がります。口に入れた瞬間、ソースとジューシー
な肉汁が口いっぱいに広がり、セットのライスも
自然と進んでしまいます。定食には、ライス、味
噌汁、サラダがセットで付いており、それぞれお
かわり自由となっています。

お店のおすすめは、
「ミックス定食」。ロー
ストビーフとロース
トポークを一度に食
べることができるお
得な一品。テイクアウトもできるので、忙しくて
お店で食べている暇がない方でも絶品のお肉を
味わえます。

FUJIYAMA五反田駅
から

徒歩 1分
五反田駅

から

徒歩 10分

FUJIYAMA
☆住所
品川区西五反田２－１２－１５
五反田リーラハイタウン１０７
☆営業時間
［月〜土］	 １１：３０〜１５：００
	 １8：００〜２１：００

［定休日］	 日、祝日
☆席数
２０席
☆電話番号
０３－６88５－５8５１
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取材にご協力くださった
城南信用金庫営業部本店の皆さん、
ありがとうございました。

編集後記

今回のプロジェクトで普段の学生生活では
体験できない貴重な経験をさせていただきました。
また、「五反田さんぽ」の作成にあたり、
たくさんの方にご協力いただけたことにとても
感謝しています。

３年 荒井茉以香

最初に参加した時は今まで経験したことの
ない内容であったため不安でした。
しかし、お互いに力を合わせて作り上げていく
楽しさを知ることができ、
参加できてよかったと思いました。

３年 池田真澄美

プロジェクトを通して、初めての
経験をたくさんさせていただきました。
この冊子を通して、多くの人に五反田の
魅力を伝えることができたら嬉しいです。
ありがとうございました。

２年 篠田奈穂

情報誌作成というプロジェクトは
初めての試みで、
試行錯誤しながら作り上げてきました。
自分たちのアイデアが形になってくると
同時に達成感も味わえました。
このプロジェクトを通して様々な経験を得られました。

３年 小澤直子

「五反田さんぽ」の作成を通して
お店の取材だけでなく、城南信用金庫の方々にも
話を聞くことができ、社会人の方に関わる貴重な機会と
なりました。初めて参加したプロジェクトでしたが、
とてもいい経験になりました。

１年 三浦瑠菜

大学に入って初めてのプロジェクトでしたが、
プロジェクトメンバーとの協力や社会のマナーを
学ぶいい場になったと思います。
それと同時に五反田という街のことを
たくさん知ることができました。
たくさん素敵なお店があることを
手に取った皆さんに知っていただければ嬉しいです。

１年 寺崎歩乃佳

このインターンシップでは、
社会人としての正しいマナーは何か、
また、どうしたらこの雑誌を見てくれる方の興味を
惹きつけられるかなどを考えることができました。
この雑誌を作る上で協力していただいた全ての方々に感謝します。

３年 天沼優香

五反田の新しい魅力を伝えられる冊子になったと思います。
少しでも楽しんで読んでいただけると幸いです。
このような素敵なプロジェクトに参加することができ、
嬉しく思います。とてもよい経験となりました。
ありがとうございました。

３年 鈴木杏梨 今回この「五反田さんぽ」を作成する中で、
様々な人と出会うことができました。
また、今まで知らなかった五反田のお店や
よさを再発見することができ、
得難い経験を積ませていただけたと感じています。

３年 野上優衣

「五反田さんぽ」のプロジェクトは地域密着型
ということもあり、とても充実した活動となりました。
また、社会人の方と触れ合う機会も多く、
勉強になることばかりでした。
ありがとうございました。

３年 仲村ちひろ
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