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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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「町田さんぽ」発行にあたって

城南信用金庫原町田支店の職員が自信を持っておススメする、
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、
「 町田さんぽ」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。

町田さんぽ

❶「かなさんどー」

❸ 中国酒家「十年」

店名は“愛しい”“大切”…愛のこもった沖縄家庭料理 「三線Live」も聴けるかも？！

ボリュームたっぷり本格中華をリーズナブルに！

開店から13年、明るくフレンドリーな沖縄出身の女将さんが再現する昔ながらの家庭料理
の味はもちろん、店内装飾や音楽、沖縄から取り寄せた一品物の器など、まるで沖縄に来たよ
う。各種取揃えた「泡盛」も琉球グラスでどうぞ！

店主が来日10年目に開店したことから、店名は「十年」。中国語が飛び交う活気ある店内で、
店主との会話も楽しみの一つです。
おススメ料理の「京醤肉絲（豚肉の豆腐皮巻き）」
「 紅焼蹄筋（牛すじ柔らか炒め）」
「 水煮魚片

「ゴーヤちゃんぷるー」
「 中身汁」などおススメ料理の中で

（魚の唐辛子旨辛煮込）」などの本格中華料理から小皿料理ま

も、人気No.1は「ラフテー」。油抜き＋煮込みで12時間！圧力

で、充実のメニューがリーズナブルな価格で堪能できます。

鍋を使わずに泡盛・黒糖・カツオ出汁のみで煮込んだ脂っこく
なく上品な味わいは、沖縄料理好きの原町田支店長も絶賛の
逸品です！！
■町田市中町1-21-16

紹興酒をはじめ中国酒も多数揃え、アルコール度数56度の
「二鍋頭酒」も味わえます。
■町田市中町1-2-3

新光中町ビルB1F

TEL：042-720-8209 （平成29年11月20日）

B1

TEL：042-724-8661 （平成29年11月7日）

❷「酒破離－SHUHARI－」

❹「江戸前 鮨一」

あなた好みの日本酒に出会える

“この道41年”の大将がもてなす鮮度自慢の魚料理

有名銘柄をはじめ、女性好みのフルーティーなお酒から入手困難な幻のお酒まで、80種類
という豊富なラインナップです。
『 日本酒に合う料理』をコンセプトに、同店自慢のクリーン
ナップである海老春巻き、もつ煮込み、豚の角煮を筆頭に朝獲直送のお刺身、季節の料理の町
田最強打線があなたの心をノックアウト！

町田の繁華街から離れた住宅街の中に佇む店内では、大将の独特な語り口がお客様を惹き
つけ、アットホームな空気でくつろげます。
新鮮な魚を使ったお寿司や刺身はもちろん、
「家庭料理のよう
な安心できる味を伝えていきたい」
と、
小料理も楽しめるお店。

落ち着いた雰囲気の店内で、お好みの日本酒とこだわりの

おススメの「桜海老のかき揚げ」は、大将の出身である静岡

料理、生まれも育ちも町田の店主が最高の笑顔でお出迎えし

の駿河湾で獲れた思い入れのある逸品です！

ます。

■町田市森野6-396-1

■町田市原町田4-1-1

TEL：042-727-0588 （平成29年12月5日）

原町田太陽ビル2

TEL：042-709-4041 （平成29年11月17日）
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町田さんぽ

❺「うたり」

❼「TRATTORIA

頑固職人が“和のこころ”で創り上げる日本料理

イタリアに行った気分を五感で感じられるレストラン

暖簾をくぐると「お帰りなさい」と大将がお出迎えしてくれる「うたり」。店名はアイヌ語で
仲間の意味だそうです。

MARIE」

店主のイタリア好きで始めた同店では、1,000円～のランチセットや3,000円～のディナー
コース料理をご用意。地鶏とブラウンマッシュルームのタリオリーニ、自家製パンチェッタと

躍動感たっぷりの「鯵のなめろう」、大将が丁寧に炭火で焼
き上げた「焼き鳥」をはじめ、おススメの季節の料理が堪能で
きる同店は、老若男女どの世代からも評判。

羊のチーズのアマトリチャーナなど本格的なイタリアンを堪能できます。
ご家族・ご友人・会社のお仲間といった幅広い年齢層、色々
なシチュエーションでご利用いただけます。

大将の人情味あふれる会話に耳を傾けながら、料理をさら

また、店内にはイタリア車を中心としたクラシックカーの

においしく楽しめる“味”なお店です。

展示もあり、車好きの方も見逃せません！

■町田市森野1-35-4

■町田市中町1-1-15

TEL：042-722-8135 （平成29年12月6日）

MARIE 1F

TEL：042-721-0147 （平成29年12月7日）

❻「パーラーさいとう」

❽ イタリアンダイニング「PEDALADA」

おいしさと懐かしさ…「麗しのレトログルメ」に心癒される

ビジネスパーソンのための新スタイルカフェ・ダイニング

小田急線鶴川駅前で、パーラーの名に恥じぬ100種類以上のパフェやデザートをはじめ、店

店主は、工業用ゴムパッキン製造会社と同店の二足の草鞋で経営。食べるのが好き！お酒を

長こだわりの厳選した豆を一杯一杯丁寧にネルドリップしたコーヒーや元肉屋のルートを活

飲んでワイワイやるのも好き！が高じて、お客様の笑顔であふれたお店をつくりたいと始め

用した良質な食材のハンバーグをご提供しています。

たそうです。

安くておいしい料理を求めて、50年来の常連という方も。

ランチセット1,000円～／ディナータイムは2,000円～、名

ほっと一息つきたいとき、昔ながらのパーラーで懐かしい

物は「とろけるハンバーグ」。ミンチといえど侮るなかれ、特定

味を堪能してみませんか？
■町田市能ヶ谷1-6-11

の部位のみをミンチにし、丁寧に焼き上げた逸品！

小田急マルシェ鶴川1 2F

TEL：042-735-7818 （平成29年12月6日）

仕事の合間のカフェやランチミーティングからウエディン
グパーティーまで、さまざまにご利用可能です。
■町田市中町1-4-2

町田新産業創造センター内1F

TEL：042-851-8038 （平成29年12月7日）
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町田さんぽ

❾「肉ダイニング

鉄重」町田店

本格的な黒毛和牛のハンバーグ・ステーキをお手頃価格で
地元出身のオーナーが研究を重ねて食べ歩き、世界一おいしいハンバーグをめざして選ん
だお肉が黒毛和牛。ひき肉の中にステーキをダイスカットして入れた「ワイルドハンバーグ」
に「1ポンドステーキ」、
「黒毛和牛のフィレステーキ」がおススメです。
無肥料・無農薬野菜の食材にこだわり、客層の7割が女性と

⓫「びすとろ集」
イタリアン・フレンチベースにシェフの腕が光る一皿を、オーナー厳選のワインで
イタリアン・フレンチをベースにしつつも、枠に捉われない繊細で洗練された料理と、こだ
わりのワインを堪能できる「びすとろ集」。
旬の新鮮野菜や世界各地の厳選した食材を、シェフがこれ
まで培った技術で手間暇かけ最高の一皿に仕上げています。

カジュアルなお店です。オーナーの将来の夢は「自家栽培のブ

また、ワインはフランス産を中心にオーナーが取揃え、リーズ

ドウでつくったオリジナルワインを提供する」こと。町田でお

ナブルなものからプレミアムな1本まで350種類以上。料理や

いしいお肉を食べたい方はぜひどうぞ！

シーンに合わせてどうぞ。

■町田市原町田6-21-1

■町田市町田1-18-14

フレンドリービル2F

TEL：042-732-0130 （平成29年12月8日）

きよかわビル2F

TEL：042-722-3073 （平成29年12月21日）

❿「リストランテ ミ ディーカ」

⓬ 焼き鳥居酒屋「おちょぼ串」

一軒家レストランで本格イタリアン

一羽で仕入れた鶏をお店でさばく店主自慢の焼き鳥

イタリアのローマ、フィレンツェで修業を積んだ店主が、有名レストランの料理長を経て独
立開業。

数ある町田の居酒屋の中でも、チェーン店ではないのに安く、店主の自信とこだわりを感じ
る焼き鳥居酒屋です。

小田急線玉川学園駅から徒歩5分、白を基調に清潔感あふれる落ち着いた店内で、契約農家
の新鮮な野菜などこだわり抜いた素材そのものを活かした繊
細な味わいの料理を提供しています。

一羽で仕入れ、お店でさばいた新鮮な状態の鶏肉を100％備長炭を使用してふっくら焼き上
げている焼き鳥は、お客様から本当においしいと大人気。
カウンター席も充実した落ち着ける雰囲気の店内には、お

ランチセット1,800円～ / ディナータイム3,500円～
ご家族、お友達同士、大切な方と…皆様のご来店をお待ちし

一人様でのご来店も目立ちます。
店主との会話も肴に、新鮮でおいしい焼き鳥やうまい刺身、

ております。

お酒を堪能してみませんか。

■町田市玉川学園2-1-1

■町田市原町田4-1-3

TEL：042-850-8201 （平成29年12月20日）

5

第3丸町ビル1F

TEL：042-710-8222 （平成29年12月28日）
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TEL：042-732-0130 （平成29年12月8日）

きよかわビル2F

TEL：042-722-3073 （平成29年12月21日）

❿「リストランテ ミ ディーカ」
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一羽で仕入れ、お店でさばいた新鮮な状態の鶏肉を100％備長炭を使用してふっくら焼き上
げている焼き鳥は、お客様から本当においしいと大人気。
カウンター席も充実した落ち着ける雰囲気の店内には、お

ランチセット1,800円～ / ディナータイム3,500円～
ご家族、お友達同士、大切な方と…皆様のご来店をお待ちし

一人様でのご来店も目立ちます。
店主との会話も肴に、新鮮でおいしい焼き鳥やうまい刺身、

ております。

お酒を堪能してみませんか。

■町田市玉川学園2-1-1

■町田市原町田4-1-3

TEL：042-850-8201 （平成29年12月20日）
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第3丸町ビル1F

TEL：042-710-8222 （平成29年12月28日）
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町田さんぽ

⓭ 居酒屋「ふじ」

⓯ 和風居酒屋「町田御膳」

木のぬくもりを感じる店内で、絶品の日本料理を

鮮度抜群の「いわし料理」を中心に、とことんこだわる職人の味

駅の喧騒から少し離れた町田市森野で、
「 自分の店を構えたい」という長年の夢を叶えた店
長が自信を持って営む日本料理店。どのメニューも全部おいしい！と大評判です。
店長自らが、毎日仕入れる際に素材の鮮度を一つひとつ確
認し、少しでも納得いかないものはご提供しないこだわりぶ
り！この信念が多くのリピーターを生んでいます。
豊富に揃った全国の日本酒や「ふじ」のために醸造されたオ
リジナル酒を味わえるときも！ぜひお試しください。

小田急線町田駅西口から徒歩3分という好立地で、いわしなど活魚を中心とした和食料理が
幅広い世代に人気のお店です。
こだわりは、活きのよい素材を、社長の長年の経験に裏打ちされた確かな目で仕入れ、ご提
供していること。全国各地の味が楽しめる旬の各種盛り合わせは自慢の逸品！
また、手作りの特製厚揚げは昔懐かしいやさしい味わいが
評判で、親子揃ってのリピーターも。
おいしさに“とことんこだわる職人の店”へ、どうぞお越しく
ださい。

■町田市森野2-2-43
TEL：042-729-3106 （平成30年1月10日）

■町田市森野1-23-21

吉川町田ビル1F

TEL：042-724-5990 （平成30年1月11日）

⓮「カフェマーケット」

⓰「Sunnyside」

演奏を楽しみながら、食事やお茶でくつろぐ

ＪＡＺＺの生演奏と逸品料理で、いつもとは一味違う夜を

小田急線鶴川駅前の「和光大学ポプリホール鶴川」1Fにあり、ピアノの演奏やサロンコン
サートも定期的に行われているカフェテリアです。
焼きたてのピッツァやスパイシーなカレー、焼きチーズの

小田急線町田駅徒歩3分の好立地、創業37年になる雰囲気のよいレストラン・バーです。
売りは何といっても、ＪＡＺＺの生演奏が流れる落ち着いた雰囲気の中で、有名ホテルシェ
フ直伝の料理を味わえること。

ミートソーススパゲティなど、オリジナル料理がいっぱい。明

演奏者は日替わりで、毎日生演奏が行われます。中には書籍

るく気さくなスタッフ一同が、癒しの空間で皆様のお越しをお

やＣＤ発売、ＴＶ出演経験のある有名奏者も…。社長自らが腕

待ちしております。

を振るうおいしい料理と生演奏を心ゆくまで！いつもと違う

■町田市能ヶ谷1-2-1

和光大学ポプリホール鶴川1F

TEL：042-810-1117 （平成30年1月10日）

時間を過ごしてみませんか。
■町田市原町田6-26-19

町田第一ビル1F

TEL：042-728-5555 （平成30年1月12日）

7

8

町田さんぽ

⓭ 居酒屋「ふじ」

⓯ 和風居酒屋「町田御膳」

木のぬくもりを感じる店内で、絶品の日本料理を

鮮度抜群の「いわし料理」を中心に、とことんこだわる職人の味

駅の喧騒から少し離れた町田市森野で、
「 自分の店を構えたい」という長年の夢を叶えた店
長が自信を持って営む日本料理店。どのメニューも全部おいしい！と大評判です。
店長自らが、毎日仕入れる際に素材の鮮度を一つひとつ確
認し、少しでも納得いかないものはご提供しないこだわりぶ
り！この信念が多くのリピーターを生んでいます。
豊富に揃った全国の日本酒や「ふじ」のために醸造されたオ
リジナル酒を味わえるときも！ぜひお試しください。

小田急線町田駅西口から徒歩3分という好立地で、いわしなど活魚を中心とした和食料理が
幅広い世代に人気のお店です。
こだわりは、活きのよい素材を、社長の長年の経験に裏打ちされた確かな目で仕入れ、ご提
供していること。全国各地の味が楽しめる旬の各種盛り合わせは自慢の逸品！
また、手作りの特製厚揚げは昔懐かしいやさしい味わいが
評判で、親子揃ってのリピーターも。
おいしさに“とことんこだわる職人の店”へ、どうぞお越しく
ださい。

■町田市森野2-2-43
TEL：042-729-3106 （平成30年1月10日）

■町田市森野1-23-21

吉川町田ビル1F

TEL：042-724-5990 （平成30年1月11日）

⓮「カフェマーケット」

⓰「Sunnyside」

演奏を楽しみながら、食事やお茶でくつろぐ

ＪＡＺＺの生演奏と逸品料理で、いつもとは一味違う夜を

小田急線鶴川駅前の「和光大学ポプリホール鶴川」1Fにあり、ピアノの演奏やサロンコン
サートも定期的に行われているカフェテリアです。
焼きたてのピッツァやスパイシーなカレー、焼きチーズの

小田急線町田駅徒歩3分の好立地、創業37年になる雰囲気のよいレストラン・バーです。
売りは何といっても、ＪＡＺＺの生演奏が流れる落ち着いた雰囲気の中で、有名ホテルシェ
フ直伝の料理を味わえること。

ミートソーススパゲティなど、オリジナル料理がいっぱい。明

演奏者は日替わりで、毎日生演奏が行われます。中には書籍

るく気さくなスタッフ一同が、癒しの空間で皆様のお越しをお

やＣＤ発売、ＴＶ出演経験のある有名奏者も…。社長自らが腕

待ちしております。

を振るうおいしい料理と生演奏を心ゆくまで！いつもと違う

■町田市能ヶ谷1-2-1

和光大学ポプリホール鶴川1F

TEL：042-810-1117 （平成30年1月10日）

時間を過ごしてみませんか。
■町田市原町田6-26-19

町田第一ビル1F

TEL：042-728-5555 （平成30年1月12日）

7

8

町田さんぽ

⓱ 焼肉「一頭両騨（いっとうりょうだん）」町田本店
旨みあふれる上質の黒毛和牛にリピーター続出！
肉を知り尽くしたオーナー自らが厳選した、
「A5」ランクの上質な黒毛和牛。もはや芸術品と
言えるほど、きめ細やかなサシが入った極上のお肉を提供しています。
お肉は注文してから丁寧にカットしているため鮮度抜群！
口の中で溶けてしまうほど柔らかく旨みたっぷりのお肉に、
リピーターが後を絶ちません。

先代から受継がれた「おいしさと健康」をモットーに、看板メニューの鯖塩焼定食や手作り
洋風メンチカツ定食をはじめ、ごはんには酵素玄米や発芽玄米などを使用して、バランスの取
れた定食を中心にご提供。
常連客はもちろん、老若男女すべてのお客様に満足してい
ただけるような身体によくおいしい料理をめざして、2代目

駅からも近いので、ぜひ一度ご賞味ください。
■町田市森野1-9-18

⓳ 定食「重（しげ）ごはんや」
「おいしさと健康」がモットー、バランスの取れた定食

の店長は新メニューの開発に日々力を入れています。
「おふくろの味」が恋しい方にぜひ！おいしくボリューム満

プリマコスモ 1F

TEL：042-720-6366 （平成30年1月12日）

点の素敵なお昼ごはんをお楽しみください。
■町田市原町田4-11-4

ハイリッチビル1F

TEL：042-726-9876 （平成30年1月12日）

⓲「酒蔵～時～」

⓴ 鶏焼肉 とり鍋「きりん」

仲見世商店街にある隠れ家居酒屋

手頃においしく！新感覚の鶏料理

名前の通り酒蔵のような佇まいの、知る人ぞ知る名店。
食も酒も大好きな店主は、日本酒にこだわり、全国から選りすぐって仕入れた20種類を常
備。3～ 4日で全種類入れ替えるのもまたこだわりです。
他の居酒屋では味わえない絶品料理も自慢で、ワイングラスで飲む日
本酒600円～、お料理1品500円～、大人数用に2階宴会場にて3,980円～と
いう宴会プランや日本酒飲み放題もご用意。

焼肉店を数店経営しているオーナーが、おいしくリーズナブルに食べられる鶏焼肉に着目。
厳選された薩摩錦鶏の鮮度にこだわり丁寧に下処理を施しているので、ホルモンでも臭み
などまったくない鶏焼肉を味わえます。
丁寧に出汁を取った水炊鍋はあっさりスープながらコク深く、店長おススメの逸品です。〆
の土鍋で炊く鶏ごはんに、余った鍋スープをかけたおじやが美味◎
料理はアラカルトのほかに、3,000円～のコース料理や飲み放題プランもご用意して、皆様

日本酒以外のお酒も豊富に取揃え、
皆様のご来店をお待ちしております。
■町田市原町田4-5-18

のご来店をお待ちしております。
■町田市森野1-35-12

大竹ビル1F

TEL：042-851-7629 （平成30年1月16日）

TEL：090-7735-6547 （平成30年1月12日）
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「町田さんぽ」MAP

地元で評判のお店をご紹介
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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。
取材：城南信用金庫 原町田支店

〒194-0021 町田市中町2-3-4

TEL：042-725-4511

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
3月発行

「町田さんぽ」発行にあたって

城南信用金庫原町田支店の職員が自信を持っておススメする、
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、
「 町田さんぽ」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。

