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「神田さんぽ」発行にあたって
城南信用金庫神田支店の職員が自信を

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。
取材：城南信用金庫 神田支店 〒101-0047 千代田区内神田3-22-7 TEL：03-3252-8251
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

2018年
2月発行

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、
「神田さんぽ」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。

神田さんぽ

❶ カレー専門店「トプカ」

❸「魚海船団（とかいせんだん）」本店

“もう一手間・もう一工夫”がモットー！！インドカレーと欧風カレーの両方をご提供
東京メトロ丸の内線淡路町駅A3出口から徒歩2分。

創業30年、旬の鮮魚に出会える昔ながらの居酒屋
神田で創業して30年の老舗居酒屋です。

おすすめメニューは、インド風ポークカレーと欧風牛すじカレーが同時に楽しめる「盛り合

鹿児島直送の厳選された芋焼酎や東京・神田では同店でしか味わえない新潟・妙高の日本酒

わせＡ」です。インドカレーは風味が落ちやすいので、一人前ずつ味を調整しながら提供する

「鮎正宗」にもぴったり合う旬の魚介料理の中でも、一番のおすすめは、毎朝築地で仕入れる新

こだわり。欧風カレーはじっくり煮込んだやわらかな牛すじと、十分寝かせたルーでつくられ
ています。

外堀通りに面した「魚海船団」本店で、旨い刺身と旬の料理、おいしいお酒をお仲間やご家族

夜は居酒屋としても営業しており、毎朝早く市場で仕入れた本マグロの中落ちがおすす
め！お昼とは違った雰囲気、味をどうぞ。
■ 千代田区神田須田町1-11

鮮なお刺身です。漁港直送、その日獲れた鮮魚に強いこだわりを持っています。
とぜひ。
■ 千代田区内神田2-15-4

司ビルB1F

TEL：03-3258-9755 （平成29年10月5日）

TEL：03-3255-0707 （平成29年10月3日）

❷「江戸ッ子寿司」中店

❹「赤兵衛」

鮮度自慢のデカネタ寿司！

赤字覚悟のサービスが売り？！日本酒好きにはたまらない居酒屋

神田で6店舗、上野で1店舗を展開する「江戸ッ子寿司」。

ＪＲ神田駅北口から20秒、裏路地のビルの薄暗い階段を上ると、店の入り口に日本酒がずら

“食を通して人に感動と満足を売る”ことを理念に、さまざま

り！店の大将が日本酒専門誌とコラボで全国の酒蔵を走り廻って揃えた希少種が約50種、中

な飲食店が立ち並ぶ激戦区神田で、昭和32年よりお寿司を提

には蔵が特別に詰めてくれる貴重な酒もあるそう。ほとんどが一合500円と心配になるほど安

供し続けてきました。

価です。

新鮮な素材かつ他店の1.5倍というボリュームを誇るデカネ

「お試しセット
：函館産いか素麺一柵＋隠し酒or焼酎700円」
「4,000円以上の宴会セットを４名

タ寿司が自慢！笑顔と活気のあふれる店内で、ぜひ一度絶品寿

以上で予約すると本醸造酒２升プレゼント」といった壁の貼り紙や大将が酒に合わせて手作りす

司をご堪能ください。
■ 千代田区内神田3-19-8

るおつまみ、一度行くと癖になる同店ですが、一体儲けは…赤兵衛の「赤」は赤字の赤だとか？！
TEL：03-3258-6139

■ 千代田区内神田3-22-1

勝川ビル2階

TEL：03-6206-9549 （平成29年10月25日）

（平成29年10月6日）
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神田さんぽ

❺ 讃岐うどん店「野らぼー」

❼「でくのぼう」

香川の食材を使い、香川の良さを伝えたい…讃岐の田舎、善通寺のうどんです

ＪＲ神田駅北口徒歩30秒のおいしいお好み焼き＆鉄板焼き

ＪＲ神田駅北口改札から徒歩30秒、善通寺のうどん屋さん。昼は香川産の小麦粉で一からつ
くる讃岐うどん、夜は瀬戸内・香川の郷土料理と厳選した全国の地酒を楽しめます。
サイドメニューの天ぷらや讃岐の郷土料理も手作りにこだわり、お客様に「おいしさ」で「笑
顔」を提供しています。
「肉玉うどん」は特に人気の一品。
店名の「野らぼー」とは、方言でぼーっとしている怠け者のこと。食事くらいは仕事を忘れて
「のんびり食べていただきたい」、そんな願いが込められています。
■ 千代田区内神田3-19-8

桜井ビル1F

TEL：03-5294-2626 （平成29年10月4日）

昭和28年に開業した寿司屋がきっかけ、現在は3代目。建物外観のタコは20年前に描かれたとか。
たこ焼きに力を入れており、関西でも珍しい「たこ焼きがつくれる鉄板」を用意し、お客様自ら
焼いて食べられるスタイルを提供しています。タコもデカイ！！
お好み焼き、焼肉、もんじゃ焼き、とん平焼き（写真左）と豊富に揃った鉄板焼きメニューは、ど
れもおいしくいただけます。
職場仲間との飲み会、女子会とみんなでワイワイ楽しんで！
■ 千代田区内神田3-18-7

TEL：03-3254-9044 （平成29年11月6日）

❻ ハワイアン料理店「BEAR’S」

❽「食彩でくの坊」

沖縄発、
仲良し夫婦が奏でる“アットホーム”なハワイアン料理店

大きなタコの絵が目印、鮮度抜群の魚料理

ビーチサイドのような外観、ウッド調のアンティークと音楽がマッチしてまるで本場ハワイ…
壁の隙間からは併設するヘアカット店が。沖縄でも大人気の名店「BEAR’S」の今泉店主夫婦が「THE
BARBA TOKYO」
オーナーである人気スタイリストTOM氏とのコラボで、
東京への出店が実現しました。
イチオシは
「ミックスコンボ」
と
「ロコモコ」！ガーリックシュリンプとモアモアチキンを一度
に楽しめるミックスコンボは、
スパイシーなおいしさがやみつきに。
単品での追加注文も大歓迎で
す。
ロコモコは、
グレイビーソースを使ったオリジナルソースが◎。
ハワイの代表的な地ビール
「コナビール」
を片手にどうぞ！
■ 千代田区岩本町3-5-8

1F

TEL：03-5823-4943 （平成29年10月24日）

2つある入口左側が前述の「でくのぼう」、右側を入ると「食彩でくの坊」です。宮沢賢治ファ
ンの先代オーナーが付けた店名とか。
以前は寿司屋だったこともあり、おすすめは築地より仕入れた旬のお刺身お得盛！！豆乳から
手作りしているこだわりのできたて豆腐は、素材の味をぜひお塩で。
支店職員イチオシは「カレーボール」。熱々で、皆大好きカ
レー味がクセになる一品です。
神田育ちの江戸っ子スタッフがお待ちしています！
■ 千代田区内神田3-18-7

TEL：03-3254-3468

（平成29年12月11日）
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❾ 蕎麦屋「丸屋」

⓫「かき小屋 飛梅（とびうめ）」神田西口店

神田錦町の情緒あふれる名店で、蕎麦を味わう

神田で味わう三陸直送の新鮮牡蠣！

創業48年、15年前に西新橋から神田錦町へ移転。オフィス街という

宮城で愛される「かき小屋 飛梅」の東京1号店。三陸漁業の繁栄そして東日本大震災からの

こともあり、お昼時や夕方以降は会社員のお客様で賑わっています。

復興支援のため、三陸から海の幸を毎日直送。生簀や大漁旗が飾られた店内で、店員さんたち

多様なメニューの中でも、
「 天丼」と「天南そば」は、丼からはみ出す
大海老の天ぷらが目を引く人気メニューです。
情緒豊かな温かい雰囲気の店内でお食事できます。神田錦町のお蕎
麦の“名店”へ、どうぞお立ち寄りください。
■ 千代田区神田錦町3-18-11

近藤ビル1F

が威勢よく迎えてくれます。
一番のおすすめは生牡蠣！牡蠣の名産地三陸の海で育った牡蠣は身が大きく、鮮度抜群。ま
た、卓上で焼き上げた焼牡蠣は、香ばしい潮の香りと濃厚な旨みがたまりません。
休み前は早い時間から混み合うので、事前予約が必須。生牡蠣やお酒を半額で提供している

TEL：03-3295-8050

（平成29年11月8日）

ハッピーアワーやランチタイムもぜひご利用ください！
■ 千代田区内神田3-8-7

星座ビル1階

TEL：03-3527-1663 （平成29年10月13日）

❿ 中華料理×居酒屋「鶴亀」

⓬「かぶき」神田北口店

大きくて食べ応えたっぷりの餃子は、週に1,200個以上注文が！

いわしが泳ぐ店内、ランチはたったのワンコイン！

昭和28年に中華料理屋「中央亭」として創業し、飲食店激戦区の中で時代の変化に合わせ、昭
和56年に中華料理屋×居酒屋「鶴亀」に。

味と鮮度に自信あり！もちろん一番の売りは「いわし」。いわし料理だけで40品以上あり、店

16時開店と同時にお客様が来店され、17時過ぎには1階はほぼ満席になるという神田の人
気店です！

内の生簀で泳ぐいわしをその場で調理しています。いわし料理以外の海鮮料理、お酒も充実し
ていて、店内の賑わいも納得です。

神田駅から徒歩1分！名物の餃子以外にも、中華料理の定番レバニラ、チャーハンからおな
じみの居酒屋メニューやきとり、お刺身まで豊富に揃っている鶴亀で、お待ちしています。
■ 千代田区内神田3-21-2

ＪＲ神田駅近に本店、南口店、北口店と3店舗を構え、今回は神田駅北口から徒歩1分の北口店へ。

TEL：03-3251-0552 （平成29年11月8日）

さらに、ランチタイムは、新鮮ないわしを使ったお刺身、フ
ライなどを中心に、小鉢、ご飯、お味噌汁、香の物がついて全品
なんと税込500円！神田に来たらぜひお越しください。
■ 千代田区内神田3-22-10

ハチヤビル1F

TEL：03-3252-2508 （平成29年11月7日）
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神田さんぽ

⓭「ふくてい」有楽町本店

⓯ そば処×居酒屋「神田 むら治屋」

早・近・安！メディアでも多数取り上げられる老舗カレー専門店

旬な食材を使った料理とこだわりの日本酒

ＪＲ有楽町駅から有楽町高架下センター商店会を入り、徒歩2分。昭和30年から続く老舗こ

ＪＲ神田駅・東京メトロ銀座線神田駅から徒歩1分。お昼はそば処。旬な食材を使った「天盛

だわりのルーは、大きな寸胴鍋で日に数回仕込み何十年も受け継がれたスープからつくり、一

りせいろ」が一番人気！冬には「鍋焼きうどん」、夏には「冷やしおろし納豆蕎麦」などの季節メ

晩寝かせたあとに提供されています。

ニューも人気です！

おすすめは「ステーキカレー」！税込650円という破格の安さですが、ミディアムレアのお肉
は柔らかくジューシーでカレーとも相性抜群。
他にもボリューム満点のとんかつカレーや女性も食べやすいウィンナーカレーなどがリー
ズナブルな価格で楽しめます。提供までの時間も早く、忙しいサラリーマンに魅力的。
■ 千代田区丸の内3-6-7

TEL：03-5220-3313 （平成29年11月16日）

⓮「にほんしゅほたる」

が「むら治屋」スタイル！！
お蕎麦・日本酒好きの皆様、ぜひ一度足を運んでみてください。
■ 千代田区内神田3-21-2

TEL：03-3252-0810 （平成29年12月8日）

⓰「梅寿司」

「日本酒をもっと楽しく、もっと気軽に、もっとカッコ良く」
ＪＲ神田駅より徒歩5分。全国各地から厳選した日本酒を提供する「にほん
しゅほたる」では、さまざまな日本酒をこだわりの肴とともに味わえます。
同店一番の自慢は、自家製どぶろくが堪能できる東京発の日本酒ブルワリー
パブであること。

自信があるから変わらぬ味
都営浅草線浅草橋駅の近く、目を引く店構えと懐かしさを感じる雰囲気。
「 梅寿司」は昭和2
年に開店、今年で90周年の節目を迎えました。
お店の味を守り続けてきた芯の強さとたまに見せるはにかんだ笑顔が印象的な3代目店主
のおすすめメニューは、
「 江戸前ちらし」。なんと90年変わら

「本当においしいできたてのお酒を一人でも多くの人に届けたい」という想いが詰まったど
ぶろく、絶品料理を肴にぜひ一度お試しください。
■ 千代田区内神田1-17-1

夜はそば処×居酒屋として、マスターが厳選した日本酒を50種類以上
常備。おいしい日本酒とこだわりの料理を堪能した後に、お蕎麦で〆るの

ＭⅢビル1階

TEL：03-5577-6556 （平成29年11月10日）

ぬ味で提供されているとか！
酢飯に合うよう考え抜かれたこだわりの卵とかんぴょう、
近海で獲れた海産物は、どれも絶品！蓋を開けた瞬間から、
たまらなく幸せな時間を味わえます。
■ 台東区柳橋2-4-1

柳橋梅寿司ビル1F

TEL：03-3851-1682

（平成29年12月8日）
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⓱ 中華料理「鳳凰軒」

⓳「さば銀」神田本店

すべて手作り、あっさり食べやすい麺類と餃子がおすすめ

さば料理尽くしの人気居酒屋

ＪＲ浅草橋駅西口を出て徒歩4分。神田川を渡るとレトロな雰囲気の店構え、中華料理の「鳳
凰軒」があります。

おすすめの「生サバ刺」はもちろん、九州の郷土料理「ゴマ鯖」、〆に食べたくなる「サバ重ね

おすすめは麺類と餃子、おいしいこと間違いなし！餃子も、皮からすべて手作りで提供する
こだわりの品です。

寿司」など、とにかく「さば」尽くし。
特におすすめは、名物メニューの「サバサンド」！トーストしたパンでしめ鯖を挟んだ珍し

中華料理というと重たいイメージがありますが、同店では気軽に召し上がっていただきた
いという想いからあっさりした食べやすさを追求しています。
ぜひ足を運んでみてください。
■ 中央区日本橋馬喰町2-5-7

ＪＲ神田駅南口から徒歩5分、さば好きにはたまらない居酒屋です。

いサンドイッチで、今まで食べたことのないおいしさに驚きます！
九州から直送で仕入れ、厳選したさばをお酒とともにぜひご堪能ください。
■ 千代田区鍛冶町1-7-11

鳳凰軒ビル1F

ＫＣＡビルB1F

TEL：03-5298-4141 （平成29年12月13日）

TEL：03-3661-1987 （平成29年12月13日）

⓲「肉鮮問屋 佐々木」

⓴ 本格ヂンギスカン専門店「神田ヂンギス王」

創業より続く変わらぬ味を皆様に

ヂンギスカンに「命」賭けてます！

ＪＲ新日本橋駅から徒歩約5分の場所で、肉問屋ならではの上質なお肉をすき焼きやしゃぶ
しゃぶなどでお楽しみいただけます。
ランチは、厚切りのお肉が入った「すき焼き定食」をはじめ、割り下が隠し味の「カツカレー」
やカニではなくエビを使った「エビクリームコロッケ」も人気！
夜はコースや食べ放題をメインに、こだわりの厳選牛が肉問屋だからできるリーズナブル
な価格で堪能できます。

これは必須、ラムのたたきポン酢和え。自家製ポン酢が柔らかいお肉と絶妙にマッチし、他
店にはない自信作です。
メインは、自慢の北海道直送ラム肉。ニオわずあっさりジューシー！ビールとの相性抜群！
新鮮野菜と一緒にどうぞ。

個室・大広間など多種多様なお客様に対応できるお店となっておりますので、ぜひ一度ご来
店ください！
■ 中央区日本橋本町4-2-3

ＪＲ神田駅北口徒歩1分の好立地。独特のニオイでヂンギスカンを敬遠される方にこそ…絶
対うまい！絶対クサくない！ラム肉が食べられます。

東京・千代田区のビジネス街で本場北海道の味を楽しみたい方、ぜひお待ちしております！
■ 千代田区内神田3-17-5

佐々木ビル2F

ＵＫビル

TEL：03-5297-2266 （平成29年11月1日）

TEL：03-3241-5296 （平成29年12月6日）
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「神田さんぽ」発行にあたって
城南信用金庫神田支店の職員が自信を

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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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、
「神田さんぽ」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。

