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これからも地元で評判のお店を数多く紹介し、地域を盛り上げていきたいと思います。

地元で評判のお店をご紹介

取材 ： 城南信用金庫  淵野辺支店 〒252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-13-16 TEL：042-758-3811
発行 ： 城南信用金庫  企画部 〒141- 8710 品川区西五反田7-2-3 TEL：03-3493-8133

「淵野辺さんぽ」MAP

「淵野辺さんぽ」発行にあたって
城南信用金庫淵野辺支店の職員が自信を持っておすすめする、地域のおいしい名店！

いろいろな世代の方、より多くの皆様が、「淵野辺さんぽ」片手に
素敵なお店探しを楽しみながら散歩していただければ幸いです。
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❶ ❷

❶ 「炭焼き牛タン弁慶」
厳選素材を使用したお店で、厚切り牛タンを堪能！

淵野辺駅北口（大学側）から徒歩 5 分、矢部駅から徒歩 9 分の場所にあり、お子様連れ歓迎の個

室から 20 名程度の宴会場、貸切パーティーまで幅広く利用できます。

厳選素材を使用し、柚子胡椒やわさび、お塩で、厚切り牛タンをじっくり味わえます。他にももつ

鍋や新鮮なカツオ、茹でタン、日替わりのランチなど豊富なメニューが揃っています。ぜひ一度足を

運んでみてください。

■ 相模原市中央区淵野辺3-3-10  桃山ビル2Ｆ

　 TEL：042-707-1232（平成29年10月18日）

❷ 「鳥忠」淵野辺店
長年愛され続ける、通いたくなる居酒屋さん

淵野辺で 35 年営業されている鳥忠は、淵野辺駅北口より徒歩 4 分。和風な造りの店内は、奥に座

敷席もあり、お子様連れのお客様から宴会での利用など、幅広い層から愛されています。

看板メニューは「モモ揚げ」「手羽揚げ」。スパイスが絶妙なカリッパリッと香ばしい衣、口いっぱい

に広がる柔らかくジューシーな味わいはまさしく絶品！その他にも、お刺身やおつまみ、一品料理な

ど店主こだわりのおいしい料理がリーズナブルにいただけます。最近は女性の方も多く、女子会にも

おすすめです。モモ揚げなどはお持ち帰りもできるので、ぜひ一度ご賞味ください。

■ 相模原市中央区淵野辺3-9-10  TEL：042-757-6606（平成29年10月19日）

❸ 「上海ジミー」
他店では食べられないおかずになるスープ

淵野辺駅北口（大学側）から徒歩 3 分、テレビや雑誌など多くのメディアでも紹介されている人気

のお店です。

おすすめのメニューは、牛スジがたっぷり入っている煮込みスープ「牛汁」。これだけでご飯のおか

ずになるスープで、他店では食べることのできない味です。ほかにもハンバーグやステーキなど、どの

メニューも非常においしく、安くてボリューム満点です。

家族経営ならではのアットホームなお店です。淵野辺へお越しの際にはぜひお立ち寄りください。

■ 相模原市中央区淵野辺3-5-2  TEL：042-752-1700（平成29年10月13日）

❹ 「沖縄バル ふぁいみーる」
宮古島出身の店主がつくる創作沖縄料理

淵野辺駅南口から徒歩 4 分ほど、淵野辺支店のある通りをまっ

すぐ進むとシーサーがお出迎えしてくれる「沖縄バル ふぁいみーる」。

おなじみの沖縄料理から創作料理まで、ワインと一緒に楽しめ

そうなメニューが盛りだくさん！ 定番のラフテーはとろとろで、少し

噛んだだけでお肉がほどけていく柔らかさです。

店内は明るく落ち着いた雰囲気。店主もスタッフさんもフレンド

リーなので、女性一人でも楽しめますよ。

■ 相模原市中央区共和4-1-4  シミズビル1F  TEL：042-704-8831（平成29年10月20日）
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❸ ❹

❺「寿司ダイニング  旬粋（じゅんすい）」
〝旬〞の食材を〝粋〞なお店で堪能

老舗寿司店出身の職人の手によるこだわりの寿司と、創作料理

を心ゆくまで味わうことができる居心地の良いお店です。

おすすめはやはり、新鮮なネタを絶妙な握りで楽しむことがで

きるお寿司。手間と時間をかけた牛すじ煮込みも一押しです。こ

だわりの地酒と合わせ、＂旬＂の食材を楽しめる＂粋＂なお店で、

心とお腹を満たしてみてはいかがでしょうか。

■ 相模原市中央区鹿沼台2-11-1-107　TEL：042-750-2222  

  （平成29年10月26日）

❻「散歩道」
鯛めしがおすすめの和食居酒屋

創業から 17 年、現在の場所にお店を構えて 14 年目の「散歩道」は、淵野辺駅北口より徒歩 3 分

とアクセスしやすい場所にあります。お店は穏やかで落ち着いた雰囲気で、入ってすぐのカウンターに

はさまざまな種類のお酒がずらりと並んでいます。看板メニューの鯛めしは、蓋を開けるとふわりと

鯛の匂いが香り、食欲がそそられます。

その他にも毎日仕入れる鮮魚や、新たに始めた馬刺・馬しゃぶなどメニューも豊富（税別 380 円より）。

打ち上げや宴会、季節の節目の行事の際に、皆様でマスターこだわりの料理を楽しんでみてはいかが

でしょうか。

■ 相模原市中央区淵野辺3-4-20  TEL：042-712-3648（平成29年10月25日）

❼「いわき」
また食べたくなる鰻のお店で舌鼓

「いわき」は、淵野辺駅南口の県道 57 号線沿いで営業してい

ます。鰻を掴み取りしている人の姿の看板が、温かく出迎えてくれ

ます。店内は座敷席も充実。落ち着いた和風の造りです。

今回は、鰻重と白焼きをいただきました。ふわふわの白焼きは

絶品です！鰻重はふっくらと柔らかく脂も乗っており、絶妙な焼き

具合に大満足でした。その他海鮮料理も充実している同店に、ぜ

ひ足をお運びください。

■ 相模原市中央区相生2-16-6（駐車スペースあり）TEL:042-756-2823（平成29年11月7日）

❽「喰心房 つかさ」
アクセス抜群！店主のこだわりがつまったお店

「喰心房 つかさ」は淵野辺駅北口徒歩 30 秒のこと座通り沿いにあります。店内は厨房を囲むカウ

ンター席から座敷席まであり、おひとりでも大人数での飲み会でもご利用いただけます。落ち着いた

雰囲気ながらも賑やかで居心地の良いお店です。

おすすめはお店自慢の「串揚げと串焼き」。種類も多く、店主自らが市場へ足を運び選んだ魚介類

や旬の野菜を楽しむことができます。コース料理や店主おすすめメニューなど、その他のメニューも豊

富。さらにウィークデーサービスなどもあり、いつでも素敵な時間を過ごすことができるお店です。

http://kuishinbou-tsukasa.com  ／ 営業時間  16：00 〜 23：30（L.O. 23:00）／  日曜定休

■ 相模原市中央区淵野辺4-15-4  TEL:042-753-7126（平成29年11月14日）
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❺ ❻

❾「アリラン」
焼肉好きにはたまらない本物の味をご提供

淵野辺駅北口より徒歩 4 分ほどの場所にある「アリラン」は、

どこか懐かしい昔ながらの店構えで、お店に入るとフレンドリーな

ママさんが迎えてくれます。

焼肉はロースターで、カルビやタン、牛テールなど種類豊富なお

肉がいただけるのが特長。好みに応じて、普通〜辛口〜激辛まで味を選ぶことができます。焼肉のお

供に欠かせないお酒も種類豊富です。中でも珍しい朝鮮人参漬けの焼酎はスタミナ満点のお肉と合わ

せれば疲れも吹き飛ぶことでしょう。おいしいお肉をご堪能ください。

■ 相模原市中央区淵野辺4-14-44  TEL：042-755-8341（平成29年11月17日）

「笹よし」
素材にこだわる釜めしや

矢部駅より徒歩 11 分（鹿沼台バス停より徒歩 5 分）、国道 16 号沿いにある釜めし専門店「笹よし」は、

1 階は駐車場、2 階部分が店舗となっており、広々とした店内は清潔で落ち着いた雰囲気です。

生米から 30 分かけ炊き上げる釜めしは、蓋を開けると湯気が立ちあがり、米や出汁の香りが食欲

を誘います。釜めしだけでなく、旬の食材を使った一品料理も絶品。特に刺身などの魚介類は非常に

新鮮でおすすめです。1 つひとつの料理に食材へのこだわりと愛情を感じる「笹よし」へ、ご家族やご

友人とご一緒に、どうぞ足をお運びください。

■ 相模原市中央区富士見3-15-5  TEL:042-758-3666（平成29年11月20日）

「遊喜や」
地元のお客様で賑わう寿司居酒屋

淵野辺駅北口から徒歩 5 分、麻布大学のすぐそばで営業しています。入口すぐにカウンター、奥にテー

ブル席が一室とこじんまりとしたお店ですが、ここの売りは何といってもこの＂席が密集していること＂

にあります。明るいスタッフの皆様とも隣同士のお客様ともすぐ打ち解けられるこの空間はまた来たい

と思わせてくれます。

料理は海鮮がメインであり、味はもちろん、学生さんにやさしいコストパフォーマンスも大きな魅力。

淵野辺にお越しの際には新鮮な海の幸をぜひご賞味ください。

■ 相模原市中央区淵野辺1-16-13  TEL：042-752-1973（平成29年11月21日）

「とちの木」
粋な雰囲気を味わえるうなぎ屋

淵野辺駅北口より徒歩3分、32 年続く老舗のうなぎ屋「とちの木」

は雰囲気ある看板が目印です。お店に入ると優しいご夫婦が出迎

えてくれます。お座敷とカウンターのレトロな雰囲気が特長です。

おすすめは【肝焼き】。カリカリに焼いた肝は独特の苦みがあり、

お酒との相性は抜群です。メインはやはりうな重。特製のタレを

絡めたうなぎは、長年淵野辺のお客様を支えてきた逸品です。粋

な雰囲気が味わえる素敵なお店へぜひお越しください。

■ 相模原市中央区淵野辺3-4-15  TEL: 042-756-1231（平成29年11月24日）
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「遊喜や」
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な雰囲気が味わえる素敵なお店へぜひお越しください。

■ 相模原市中央区淵野辺3-4-15  TEL: 042-756-1231（平成29年11月24日）



❼ ❽

「そば遊彩 大松」
「相模原お店大賞」受賞の名店！

1960 年に相模原市役所内で営業を開始。その後移転し、今年で 57 周年を迎えました。地元の人

に愛され、「相模原お店大賞」を受賞した名店です。

お店の雰囲気も良く、従業員さんの対応も丁寧で、お一人様から各種宴会まで安心して利用できます。

おすすめは、7 対 3 の割合で毎日お店で手打ちしているお蕎麦がおいしい「本わさび付の天せいろ」。

天ぷらはサクサク、自分でするわさびも格別で辛すぎず香りを楽しみながら本格的なお蕎麦が楽しめ

ます。

従業員さんおすすめの「ゆかり揚げ」も絶品とのこと。足を運ばれた際はぜひお試しください。

■ 相模原市中央区淵野辺4-15-10  TEL: 042-752-2006（平成29年11月28日）

「かっちゃん」
おいしい焼き鳥と野菜たっぷりのたんめん

淵野辺駅南口から市立図書館の方へ歩くこと約 5 分。こちらのおすすめはたんめんと焼き鳥！です

が、それ以外にもいろいろなおつまみメニューやお酒もあって、食事をしに来てもよし、ちょっと一杯

飲んでもよし、とその日の気分に合わせることができるお店です。席もゆったり広くとても居心地が良

いです。お値段も非常にお手頃な価格で、私たちもついつい頼みすぎてしまいました！

お仕事帰りや鹿沼公園で遊んだ帰りなど、皆さんもぜひ立ち寄ってみてください。

■ 相模原市中央区鹿沼台2-11-6 ＮＡＣ参番館ビル1Ｆ  TEL:042-707-0523（平成29年12月7日）

「そば処 名古屋」
落ち着いた店内で味わう自家製麺

淵野辺駅南口から徒歩 4 分とアクセスしやすい場所にある落ち着いた雰囲気の店内は、地元の方々

が多く見られます。

きしめんをはじめ、おそばやうどんは無添加の自家製麺を使い種類も豊富。魚沼市六日町産のコ

シヒカリを使用したご飯ものやセットメニューも充実しています。店主のおすすめは、焼酎をそば湯で

割る、そば湯割り。店主も毎晩召し上がっているというそば湯割りとおいしいそばで心も体も温めて

はいかがでしょうか。

■ 相模原市中央区共和4-1-5  TEL:042-752-9793（平成29年12月18日）

「モリモリ商店」
気さくなスタッフが売り。気軽においしいお料理を！

「モリモリ商店」は、淵野辺駅北口の八千代銀行のすぐ裏手で営業しています。入口すぐにカウン

ター、奥側と 2 階にテーブル席があります。ここの売りは何といっても気さくなスタッフの皆さんです。

お料理を 1 つひとつ説明して下さり、雑談をしながら落ち着いて過ごせる空間となっています。

季節に応じた四季折々のおすすめ料理をご用意しており、味はもちろんお値段もお手頃。淵野辺に

お越しの際にはぜひ足をお運びください！

■ 相模原市中央区淵野辺3-17-6  TEL:042-750-2151（平成29年12月19日）
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❾ ❿

「豊島屋」
地元の人から愛される古き良き日本のとんかつ屋さん

淵野辺駅北口徒歩 4 分のところにある昔ながらのとんかつのお店。中に入ると、気さくでお話し好

きな店主と奥様が迎えてくれます。カウンター席とテーブル席があり、おひとり様からご家族連れ、学

生さんなどさまざまなお客様が来店されていました。

おすすめはお店の看板メニュー「ロースかつ定食」。ジューシーでサクサク、ボリュームも満点です。

太い長ネギが入った串カツも長ネギの甘みとお肉との相性が抜群で、ぜひ食べていただきたい一品です。

他にもおいしいメニューがたくさん！ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

■ 相模原市中央区淵野辺3-4-15  TEL：042-758-2985（平成29年12月19日）

「新興軒」
スタミナ満点の街のおいしい中華屋さんでお腹も心も大満足！

淵野辺駅北口から歩くこと 4 分、ラーメンマークの看板が目印です。豊富なメニューとおいしい料

理で街の人から愛されています。

こちらのおすすめメニューはボリューミーな野菜炒め定食。甘辛の味付けはご飯との相性抜群でし

た。もう一品のおすすめ料理が、ご主人のお孫さん考案のガーリックバターチャーハンです。パラパ

ラのチャーハンにガーリックバターがアクセントとなり、食欲をそそる逸品が誕生しました。お肉たっ

ぷりの餃子といただけばお腹も心も満たされます。淵野辺にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

■ 相模原市中央区淵野辺4-37-21  TEL：042-752-7303（平成29年12月21日）

「旬菜創作処 いち也」淵野辺店
季節に合わせた旬の味が楽しめるお店

店主が厳選した魚介類や地野菜を毎朝仕入れて提供する料理

は、新鮮そのもの。この日のおすすめは、天然ブリや生カキなど。

驚くほど厚く切られた天然ブリのお刺身は脂がのり、口の中でとろ

けていきます。また、いろいろな種類の日本酒が少しずつ試せる

のも店主のこだわりです。

淵野辺駅北口から徒歩 3 分の同店で、厳選した食材と地酒で

ゆっくりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■ 相模原市中央区淵野辺3-6-3  TEL:042-707-7565（平成29年12月21日）

「ＳＯＬＥＡＤＯ」
本格スペイン料理店を味わえる人気店

矢部駅から徒歩 3 分、住宅地に忽然と現れるのは、スペインを思わせるレンガ色の屋根と石畳風の

入口。26 年前にオープンした、スペイン料理専門店としては老舗的存在のお店です。

ランチメニューも豊富で、中でもソースが週替わりのステーキランチ（数量限定）は格安でステーキ

を堪能できます。店長自慢のパエジャは「おこげ」がパリパリでとても香ばしく、パスタのパエジャは

魚介のスープを吸ってふんわりしていてとてもおいしくいただくことができました。

週末にはフラメンコディナーショーも楽しめ、リゾート気分を味わえる素敵なお店です。混雑が予想

されますので、ぜひご予約のうえ訪れてみてください。

■ 相模原市中央区矢部3-5-7  TEL:042-752-3513（平成29年12月28日）
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これからも地元で評判のお店を数多く紹介し、地域を盛り上げていきたいと思います。

地元で評判のお店をご紹介

取材 ： 城南信用金庫  淵野辺支店 〒252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-13-16 TEL：042-758-3811
発行 ： 城南信用金庫  企画部 〒141- 8710 品川区西五反田7-2-3 TEL：03-3493-8133

「淵野辺さんぽ」MAP

「淵野辺さんぽ」発行にあたって
城南信用金庫淵野辺支店の職員が自信を持っておすすめする、地域のおいしい名店！

いろいろな世代の方、より多くの皆様が、「淵野辺さんぽ」片手に
素敵なお店探しを楽しみながら散歩していただければ幸いです。
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