
「自由が丘さんぽ」発行にあたって

城南信用金庫自由ヶ丘支店の職員が自信を持って

おすすめするおいしい地域の名店！

いろいろな世代の方、より多くの皆様が、

「自由が丘さんぽ」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。

No.2

地元で評判のお店をご紹介



❶ ❷

❶「梅華」
創業65年、地元に愛され続ける中華料理の名店

　自由が丘駅北口から徒歩1分。店内はテーブル席と円卓があり、お一人様やご家族など、昼も夜
も地元常連客や梅華ファンで賑わいます。
　こだわり抜いた食材を使った本格的かつ親しみやすい味わいの料理はどれを食べても満足する
こと間違いなしです。オススメは、オリジナルの五目餡かけそば「三鮮麺」や、もっちりとした
皮に肉と野菜のバランスが絶妙な「餃子」。
　梅華を知らずして自由が丘は語れない！ 一度行けば、また何度も行きたくなる名店です。ぜひ、
足をお運びください。
■ 目黒区自由が丘1-12-2   TEL：03-3717-6930（平成30年5月16日）

❷ 蒲焼割烹「八沢川（やざがわ）」
伝統のタレと厳選された鰻が味わえるお店

　自由が丘駅から徒歩5分、等々力を原点に創業63年、自由が丘の地で44年、世田谷区奥沢にある
鰻の蒲焼割烹「八沢川」。
　こだわりの鰻を使用したうな重は、代々続く秘伝のタレと、最高級の備長炭を使用して焼き上
げ、満足できること間違いなしです！ また、多くのお客様に愛され続けている「八沢川」は、一
人でも気軽に立ち寄れる落ち着いた店内のつくりも魅力です。ご予約は前日まで承っているので
会社帰りや団体のお客様にもオススメです。ぜひ、ここでしか味わうことのできない鰻をご賞味
ください！
■ 世田谷区奥沢5-25-12   TEL：03-3717-7950（平成30年5月17日）



❶ ❷

❸ 四季酒肴求心「金田」
時代を超えて、自由が丘で愛され続ける老舗居酒屋

　創業82年。三代目となる兄弟で経営しています。80種類に及ぶ料理は、毎朝築地で仕入れた食
材を丁寧に仕込み、すべて手作りというこだわり。毎月メニューが変わり、料理で季節を感じら
れるお店です。名物は自家製ごま豆腐。オカラやお刺身、天ぷら等も絶品です。
 「静かに酒を楽しむ」が先代のモットーで、大人の呑み方が学べると常連の方々からは「金田酒

学校」とも呼ばれています。1階のカウンターは、1～ 2名で静かにお酒を楽しめるこだわりの空
間。2階はテーブル席、3階はお座敷になっています。
　旬の食材を使ったおいしい料理とともにお酒を嗜み、ご自分の時間をお楽しみください。
■ 目黒区自由が丘1-11-4   TEL：03-3717-7352（平成30年5月17日）

❹ 「二八庵 さらしん」
〝自由が丘のマダムが愛するおそば屋さん〞リピート間違いなし！

　自由が丘駅から徒歩 1分、1935 年創業の老舗日本蕎麦屋さんです。元々は懐石料理屋さんだっ
たことから、東京築地の業者との付き合いが長く、毎日新鮮な食材を使ったメニューを提供して
います。材料にこだわり、特にそば粉は北海道産を使用しており、コシが強くみずみずしいのが
特徴です。
　イクラとウニがたっぷりのった「生うにそば」や、「とろろまぶし」「小海老おろしそば」などは、
舌が肥えた自由が丘のマダムからも大絶賛の同店オリジナルそばです。
　女性お一人でも気軽に入れるお店です。ぜひご堪能ください。
■ 目黒区自由が丘1-29-4   TEL：03-3717-1097（平成30年5月22日）



❸ ❹

❺「七味亭」
有名人御用達！ 落ち着いた空間で食べられる風情ある串焼き屋

　自由が丘駅正面口から徒歩1分と好立地にお店を構えて40年以上の七味亭。子どもから大人まで
幅広い年齢層のお客様が、週に1度は来たくなるようなお店をイメージしており、多彩なメニュー
が並びます。
　オススメは串焼きと釜飯です。開店当初から使っている秘伝のタレはお肉との相性ぴったり。
釜飯は口に運ぶと出汁の良い香りが広がり、箸が止まりません。
　店長さんも気さくな方で「こだわりがないことがこだわり」と仰っていましたが、すべてのメ
ニューにこだわりがあるからこそ言えるのだと納得。ぜひお立ち寄りください！！
■ 目黒区自由が丘1-29-14  J-FRONTビル4F   TEL：03-3724-4473／03-3723-7373（平成30年5月23日）

❻ とんかつ「味の一番」
自由が丘で一番古い老舗とんかつ屋

　自由が丘駅正面口から徒歩1分、昭和31年より地元のお客様に愛されるとんかつ「味の一番」。
創業から60年を超える現在は、3代目が厨房に入っています。
　創業当初から提供しているとんかつはできる限り〝当時のまま〞を守っており、地元のみなら
ず遠方からもたくさんのファンが訪れます。多様に変化するお客様のニーズに応え、おつまみや
お酒の取扱いも増えているので、おひとりやご家族でのお食事から、会社仲間での飲み会等幅広
くご利用いただけます。また、2代目が考案したすき焼きは、今ではとんかつとともに看板商品と
なっています。
　自由が丘へお立ち寄りの際にはぜひご利用ください。
■ 目黒区自由が丘1-28-8  自由が丘デパート2F   TEL：03-3717-4855（平成30年5月17日）



❸ ❹

❼ タイの食卓「クルン・サイアム」
アジアンスタイルのおしゃれな店内で味わう本格タイ料理

　自由が丘駅より徒歩2分、店内へ続く階段に行列ができる人気店です。店内奥にはカウンター席
もあり、女性ひとりでも気兼ねなく楽しめます。
　オススメは「ポピア・ソット」（具沢山もちもち皮の生春巻き）、「プーニム・パット・ポンカリー」
（ソフトシェルクラブとふわふわ卵のカレー炒め）、「パッ・タイ」（エビ入り焼きビーフン）。ハー
ブやスパイスで辛味・酸味・塩味・甘味を調節し、本格的なタイ料理でありながら初めての方で
も楽しめるよう工夫されています。お酒も日本ではなかなかお目にかかれないタイのお酒を揃え、
オリジナルカクテルも絶品。本格タイ料理をご堪能ください！
■ 目黒区自由が丘2-11-16  エクセレンスビル2F   TEL：03-5731-5445（平成30年5月14日）

❽ PIZZARIA & DINING「PICO」
地元自由が丘で生まれた湘南イタリアン

　イタリアで修行した代表が自身の好きな湘南をイメージし、「地元自由が丘に恩返ししたい」と
平成 15 年創業。地中海をイメージした落ち着いた店内は、少人数から大人数まで楽しめます。
　ピザ職人が焼いたピザは、外がサクサク、中はもっちり。中でも湘南の食材を使った「チチニ
エリ（湘南しらすとにんにくのピッツア）」は、ここでしか食べられない一級品！ 職員オススメは、
にんにく風味がたまらない「PICO スープパスタ」や、噛んだ瞬間に熟成された牛肉の甘みが口に
広がる「ブラックアンガスビーフザブトンのコンフィ」です！「自家製りんごのサングリア」な
ど酒類も豊富。店舗ごとにオリジナルメニューや日替わりメニューも。ぜひご堪能ください！
■ PICO自由が丘本店  目黒区自由が丘1-5-9   TEL：03-5731-3788
　 PICO江ノ島店  神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-30   TEL：0466-25-8777（平成30年5月11日）



❺ ❻

❾「京城園」
いつ来ても変わらない味でお出迎え！ マスターの手作りが並ぶ老舗焼肉店

　自由が丘駅正面口から徒歩3分。昭和の懐かしさを感じさせる入口から階段を上って行くと明る
い奥さんの声が響きます。昭和48年の開店以来、お肉の仕込みはずっとマスターが担当。さらに
お店のこだわりとして、サラダのドレッシングや焼き肉のタレ、コチュジャンなどすべての調味
料をマスターが一から手作りしています！ 焼き肉のタレは甘口で、小さなお子様からお年寄りま
でやみつきになり一度食べたら忘れられない味！ ナムルやキムチはお持ち帰りもできます。
　世代を問わず愛される焼肉店へ一度立ち寄ってみませんか？
■ 目黒区自由が丘1-26-3  2F   TEL：03-3723-1650（平成30年5月23日）

10 季節料理「座頭市」
おふくろの味ならぬ、おやじの味

　平成8年から自由が丘デパートにて名物店主高近誠氏が営む小料理屋。木の温かさを活かした店
内は、カウンター席がメインでありながら、ゆったりと落ち着いた雰囲気を演出しています。昼
はランチ定食がオール600円で、なんと60種類の日替わり定食を提供。自由が丘のOLに大人気で
す。夜は1人あたり2～3千円から、お酒のおつまみとなる和洋中の一品料理を楽しめます。日替わ
りでメニューが変わり、ほぼ年中無休のため、飽きることなく通い続けることができます。人生
経験豊富な親父が出す一品料理。家庭の味が恋しくなったらぜひ「座頭市」へ足を運んでみては
いかがでしょうか。
■ 目黒区自由が丘1-28-8  自由が丘デパート3F   TEL：03-5701-3102（平成30年5月8日）



❻

11「&1F（アンドワンエフ）」
気軽に立ち寄れるカフェ&バーダイニングで寛ぎませんか?

　自由が丘駅正面口から徒歩1分、今年で4年目を迎えたカフェ&バーダイニングの「&1F」。木の
温もり溢れる店内は、気軽に女性が立ち寄れるお店をコンセプトとしており、開放感あるテラス
席もご用意。お一人様でも気軽に立ち寄ることができます。
　こだわりのランチメニューは、「&1F」でしか味わうことのできないオムライス！ ふわふわの
卵の中を覗くとバジルライスが顔を出し、この相性がバツグンでとても美味しい逸品です。ま
た、カプチーノはまろやかな口当たりで、ハートのラテアートが女性に大人気です。ぜひ、お立
ち寄りください。
■ 目黒区自由が丘2-11-9  1F   TEL：03-6421-3961（平成30年5月15日）

12「Kenny’s Grill&Bar」
永年愛されるハワイアン&アメリカン&おふくろの味

　自由が丘駅から徒歩5分、睦通りを少し進むとオシャレな看板とハワイアン&アメリカンな内装
がお出迎え。Kenny’sの魅力はオーナーのお母様の手作り料理です。メニューは常に40～50種類を
超えバリエーション豊富。中でもオススメは、自家製厚揚げ、ボリュームたっぷりのステーキ、
手羽先揚げ…と、お伝えしきれないほど！ カレーライスやナポリタン等も絶品です。
　クオリティの高い料理の数々と素敵な雰囲気に、一見さんから常連になる方が大多数。昨年から
ランチも絶賛営業中！そんなkenny’sも愛され続けて今年で24周年、どうぞお気軽に足をお運びくだ
さい。
■ 目黒区自由が丘1-24-2  W SPACE2F   TEL：03-5701-0100（平成30年5月21日）



❼

13「味彩」
地元に愛されるこだわりのお酒とお料理

　自由が丘駅正面口から徒歩3分、ディープな一角〝自由が丘一番街〞にある、開店18周年の「味彩」。
　間接照明を利用したシックな雰囲気の店内にはバーカウンターとテーブル席が4つ。棚にはオー
ナーが厳選した黒糖焼酎をはじめ、さまざまなお酒が並びます。
　味彩名物と銘打った酢たまご、豚味噌、こちらではあまり見かけないカツオの腹皮焼き、隠れ
メニューのゆでイカなど奄美の魅力たっぷりのメニューから、居酒屋定番メニュー、季節のオス
スメとバラエティー豊か。お酒好きはもちろん、親子3代で来店される方、同業の方からも愛され
る「味彩」にお気軽に足をお運びください。
■目黒区自由が丘2-14-19  自由が丘夢のパラダイスビル1F   TEL：03-3717-4919（平成30年5月18日）

14 Italian Restaurant「Vin Vino（ヴァン・ヴィーノ）」
本格イタリアンを落ち着いた店内で味わえるお店

　自由が丘駅から徒歩5分、メープル通りにある本格イタリア料理店です。カジュアルな雰囲気で
温もり溢れる店内は、ランチ・ディナーともに幅広い世代の方から大人気です。
　全国各地から取り寄せた新鮮素材は体に優しく、ここでしか味わえない逸品ばかりです。オー
ナーシェフの一番のオススメは、とれたての新鮮な魚介をふんだんに使った「海の幸のトマト
ソースペスカトーレ」。大満足の一品です！ 
　おいしいワインと一緒に、こだわりの詰まった魚介料理や肉料理、パスタをぜひゆっくりとご
堪能ください！！
■ 目黒区自由が丘2-15-24  2F   TEL：03-5731-2632（平成30年5月15日）



❼ ❽

15 中国料理「萬珍軒」
地元で45年間愛され続ける絶品中華

　自由が丘駅から徒歩5分、グリーンロードにお店を構える中国料理「萬珍軒」。昭和49年の開店
当初から変わらない外観は、昭和の匂いがする懐かしい雰囲気。店内はカウンター8席と、テーブ
ル席が3つ。
　こだわりは45年間作り続けてきた自家製麺！ オススメの排骨めん（ぱいこーめん）は豚の旨
みが溶け込んだスープにコシのある細ちぢれ麺が絡み絶品です！ ゴマが練り込まれた皮で新鮮な
野菜を使ったタネを包んだ餃子はもっちりとしていて、ゴマの香ばしさが口いっぱいに広がりま
す。店主の愛情のこもった、ボリューム満点の料理が心とお腹を満たしてくれます。
■ 目黒区緑が丘2-24-11   TEL：03-3723-9057（平成30年5月16日）

16 日本蕎麦屋「長寿庵」
ボリューム満点の確かな味をお届け

　自由が丘駅より徒歩3分。昭和47年の創業以来、自由が丘にお住まいの方や近くにお勤めの方に
愛されている昔ながらの「お蕎麦屋さん」です。
　落ち着いた雰囲気の中で味わえる確かな味のおそばは自家製です。夏場は冷やしおろしそばや
天ざるそば、冬場はカレー南ばんや天ぷらそば、他にも丼物とのセットはお腹を満足させてくれ
ます。
　テーブル席のほか、小上がりやカウンターもあり、お一人様でも気楽に入れてくつろげるお店
ですので、ぜひお立ち寄りください。
■ 目黒区自由が丘1-15-10   TEL：03-3718-3681（平成30年5月16日）



❾

17「エル・ペスカドール」
すべてが絶品！ 地元に愛されるアットホームなスペイン料理店

　本場スペインで修業を積んだシェフが作る本格スペイン料理店「エル・ペスカドール」。店名は
スペイン語で漁師という意味で、その名の通り魚介を使った料理がウリです。オススメは何といっ
てもエビ・カニ・ムール貝・あさりがごろごろ入った「魚介類のパエージャ」。「なすのフライ」や「ア
ヒージョ」などタパスも充実、お酒がすすみます。
　毎年シェフが現地を訪れその時々の味を確認しているため、旬の料理が味わえます。素朴で家
庭的な味付けは老若男女から人気がありシーンを選ばず楽しめます。満席のことが多いのでぜひ
お電話のうえご来店ください。
■ 目黒区自由が丘1-13-4   TEL：03-3723-8471（平成30年5月16日）

18「バー・ネバーランド」
〝輝いていた青春時代に戻れるバー〞明日への活力が湧いてきます！

　自由が丘駅南口から徒歩2分、80年代を中心としたロックやポップスなどの音楽が楽しめるバー
です。カウンターの奥にズラリと並んだCD、DVD。その数なんと5,000枚以上！ 「青春時代のあ
の頃、輝いていたあの頃を思い出し、明日への活力を取り戻してほしい」という想いが詰まった
お店です。
　マスターの岸さんは、自由が丘商店街振興組合のイベント企画事業部長を務めており、自由が
丘のさまざまなイベントを創り上げてきた方。そんな経験豊富なマスターと、懐かしい音楽、美
味しいお酒を楽しんでみてはいかがでしょうか。
■ 世田谷区奥沢5-28-15  昇栄ビル204   TEL：03-3721-5444（平成30年5月22日）



❾ 10

19 関東風お好み焼き屋「嫩樹（どんきい）」
こだわりのソースが香るお好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼き店

　自由が丘駅正面口から徒歩3分。自由が丘生まれの父娘が営む地元に愛され続けるお店です。味
にこだわった〝甘口〞と〝一味入辛口〞の自家製ソースの香りが口いっぱいに広がり、心も体も
ホッカホカ。家族や仲間と楽しみながら焼いても良し、お店のプロに任せて焼いても良し。ラン
チでもディナーでも、どんな年齢層のお客様も楽しめます。

　満席となる時間帯もあり、ご予約いただけるとお待たせせずに
ご案内できます。おひとり様でもお気軽にお立ち寄りください。
■ 目黒区自由が丘1-25-5  山内ビル2F   TEL：03-3717-5610
   （平成30年5月17日）

20 すし処「寿司春」
すべてがこだわり抜かれた絶品寿司！ 本物の魚を味わえるお店

　自由が丘駅から徒歩8分、ひっそりと佇む粋なすし処「寿司春」は今年で開店20周年。敷居が高
いと思われがちですが大将も女将さんもとても気さくで、女性一人で来店される方も。地元で愛
される評判のお店です。
　大将が直接築地で仕入れる季節のネタを使った「旬にぎり」は、口の中で魚介の甘みがふわっ
と広がり、繊細な味わい。天然ものならではの程よい歯ごたえがたまりません。刺身のつまやお
酒にもこだわり、魚介本来の旨みと相性の良いものを厳選しています。
　一見さんお断り！ ということはなく、飛び込みのお客様も大
歓迎！ こだわりのお寿司をご堪能ください。
■ 目黒区緑が丘2-6-15   TEL：03-3724-1448（平成30年5月22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。
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