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港区食べきり協力店
ガイドブック

制度の概要

ガイドブック発行のねらい
「港区食べきり協力店ガイドブック」は、食品ロス（食べられるのに捨てられてしまう
食品）削減に取り組んでいる港区食べきり協力店を、区民の皆さんに広く紹介するため
に発行しました。皆さんが食べきり協力店を積極的に利用いただくことで、食品ロス削
減につながります。ぜひ、お店選びに本誌を活用し、食べきり協力店をご利用ください。

港区食べきり協力店登録制度は、平成 28 年 11 月より開始しました。区民の皆さんや港
区に訪れた人々に、港区の飲食店が「食品ロス」を削減するための取組を広く知っても
らうとともに、店舗を利用した皆さんが注文した料理を「食べきる」ことで、飲食店か
ら出される食べ残し等によるごみの削減を目指しています。

食べきり協力店の情報
港区の公式ホームページに店舗の情報を掲載しています。
店舗の情報には、おすすめメニューや PRを掲載していますので、ご覧ください。

※令和 2 年 12 月 31 日現在 128 店舗が登録し、そのうち掲載にご協力いただいた、91 店舗の紹介をしています。

←食べきり協力店のページは、こちら
※一部掲載していない店舗もあります  

登録店ステッカー（5種類）
多言語版ステッカー
啓発ポスター（2種類）
※一部掲示していない
食べきり協力店もあります。

取組内容
❶小盛メニュー等の導入
（例）ご飯の量の調整　  小盛りメニューやハーフサイズメニュー等の実施

❷食べ残しを減らすための案内
（例）注文時に適量メニューの案内　  苦手食材の取替の案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　宴会終了時の食べきりタイム、30・10運動等の推奨

❸食べ残し削減に向けた啓発活動
（例）食べきりに関するポスター掲示、卓上 POP等の設置

❹食品リサイクルの取組
（例）食べ残しや調理残さのリサイクル（廃食用油のみのリサイクルは除く）

❼その他
（例）料理を食べきった際に、顧客への割引やクーポン券の発行

❺フードシェアリングアプリケーションソフト等の活用
（例）店舗等で余った食品を、フードシェアリングアプリや SNS を活用し、必要な人に販売又は提供

❻フードバンクへの食品の提供
（例）店舗等で余った食品を、フードバンクや福祉施設などに寄付

さんまる・いちまる 

3010 運動とは

宴会で

家庭で

（さんまる・いちまる） 

味わいタイム　
乾杯後の30分間は出来たての料理を楽しみましょう

毎月30日「冷蔵庫クリーンアップデー」
冷蔵庫の中にある、賞味期限や消費期限が近い食材や、
傷みやすい野菜・肉類を活用するようにしましょう

食べきりタイム
お開きの 10分間も食べることを優先する時間にしましょう

毎月10日「もったいないクッキングデー」
普段捨ててしまいがちな、野菜の皮等や余った野菜を使い、
別の料理にリメークしましょう
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港区食べきり協力店

掲載店舗一覧� 事前に許可をいただいた店舗のみ掲載しています

必ずお読みください。
⚫本誌に掲載した内容は、2020年9月〜12月の取材によるものです。
⚫掲載内容は、すべて各店舗に確認していただいた情報を掲載しています。
⚫クーポン（特典）につきましては、各店舗のご厚意により提供されるものです。店舗の都合により変更・中止されることがあ
りますのでご了承ください。
⚫メニュー、価格、営業時間、定休日などは変更になっていることありますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。

●登録店舗の紹介

	 赤坂	 1	 レストラン	ローザ	 6ページ

	 赤坂	 2	 日高屋	赤坂一ツ木通り店	 6ページ

	 青山	 3	 ANNIVERSAIRE	CAFE	表参道店	 7ページ

	 西麻布	 4	 西麻布	き久ち	 7ページ

	 青山	 5	 庄屋	新青山ビル店	 8ページ

	 青山	 6	 デニーズ	南青山店	 8ページ

	 六本木	 7	 薩摩おごじょ	 8ページ

	 六本木	 8	 ささら	 9ページ

	 六本木	 9	 MAITON-YA	 9ページ

	 六本木	 10	日高屋	六本木店	 9ページ

	 六本木	 11	菜鮮酒館	春夏秋冬	 9ページ

	麻布十番	 12	 GALLERY&CAFÉ	CAMELISH	 10ページ

	麻布十番	 13	洋食屋	大越	 10ページ

	麻布十番	 14	十番のおばちゃん	 10ページ

	麻布十番	 15	福島屋	 10ページ

	麻布十番	 16	魚可津	 11ページ

	麻布十番	 17	総本家	更科堀井	本店	 11ページ

	 白金	 18	 Les	Grands	Arbres	 12ページ

	 白金	 19	天現寺カフェ	 12ページ

	 白金	 20	白金本気だんご／会員制	ルナジェナバー	12ページ

	 白金	 21	 Astro	Lead	ささのや	 12ページ

	 白金	 22	花すし	 13ページ

	 白金	 23	 Rozzo	Sicilia	 13ページ

	 白金	 24	白金こむすび庵	さんかく	 13ページ

	 白金	 25	①MARUICHI	BAGEL	 13ページ

	 白金	 26	白金	よこ山	 14ページ

	 白金	 27	中国料理	一品飯店	 14ページ

	 白金	 28	豊作	 14ページ

	 白金	 29	香土	cadeau	 14ページ

	 三田	 30	三河屋食堂	 15ページ

	 三田	 31	白金高輪	和食	哲茶ん	 15ページ

	 三田	 32	 GONZO	 15ページ

	 高輪	 33	李朝房	 15ページ

	 高輪	 34	ビストロ	キフキフ	 16ページ

	 高輪	 35	大衆酒場	瀬戸内食堂	 16ページ

	 高輪	 36	高輪	菊寿司	 16ページ

	 高輪	 37	アウトバックステーキハウス品川高輪店	 16ページ

	 虎ノ門	 38	おむすび	稲香屋	 18ページ

	 虎ノ門	 39	虎ノ門いきいきプラザ	マーブルカフェ	 18ページ

	 虎ノ門	 40	ロイヤルガーデン	 18ページ

	 虎ノ門	 41	ロイヤルガーデン	COMON	 18ページ

	 西新橋	 42	伊江牛焼肉	福重	新橋店	 19ページ

	 西新橋	 43	 knit	café	森のこぶた	 19ページ

	 西新橋	 44	肉ビストロ　TONO	 19ページ

	 西新橋	 45	 CAFE&BAR	ABIYA	 19ページ

	 西新橋	 46	新虎小屋	 20ページ

	 西新橋	 47	割烹	暫亭いろり	 20ページ

	 西新橋	 48	麺家	いし川	 20ページ

	 新橋	 49	ビア樽	ポルカ	 20ページ

	 新橋	 50	古今亭	 21ページ

	 新橋	 51	新橋お多幸	 21ページ

	 新橋	 52	鳥かど家	 21ページ

	 新橋	 53	末げん	 21ページ

	 新橋	 54	しんばし初藤	 22ページ

	 新橋	 55	 Café	Deux	 22ページ

	 新橋	 56	日高屋	新橋駅前店	 22ページ

	 東麻布	 57	とんかつ	はぎ乃	 22ページ

	 東麻布	 58	カフェ麻布　にしむら	 23ページ

	 浜松町	 59	ホテル	メルパルク	TOKYO	 24ページ

	 浜松町	 60	デニーズ	浜松町店	 24ページ

	 浜松町	 61	神明いきいきプラザ	コミュニティカフェ	 24ページ

	 芝	 62	亭久五	 25ページ
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	15	 福島屋
03-3451-6464　 麻布十番2-1-1
11：30〜21：00（LO）※途中休憩あり　 年中無休
出汁をとった昆布を佃煮にしています。使わない大根葉をお

客さまに差し上げています。
http://www.azabujuban.or.jp/shop/shop_list/food/242/

11ページ

麻布十番商店街にある、創業大正10年
のおでんの具材専門店。魚のすり身か
ら手作りしている自家製さつま揚げが自
慢です。ごぼうたっぷりの香り揚げ、
肉たっぷりのしゅうまい巻など種類も豊
富。お店の2階は気軽に立ち寄れる食堂
兼居酒屋スペースで、おでんのほか、定食、甘味、酒とつまみまで揃っ
ています。おでんは、醤油仕立てと味噌仕立ての2種類。味噌おでんは、
八丁味噌で煮込んだ牛すじの旨みたっぷりの濃厚なお味でリピーター多
数。お気に入りの酒とつまみで思い思いの時間を過ごせます。

麻布十番名物、自家製さつま揚げ

麻布十番

Coupon
グラス生ビール
1杯サービス
（1名様限り）

●ページの見方
エリア
お店のある住所エリアを示していま
す。色は地図の色に合わせています。
●赤坂
●青山・西麻布
●六本木・麻布十番
●白金・高輪・三田
●新橋・西新橋・虎ノ門
●東麻布
●浜松町・芝公園
●芝・芝浦
●港南

クーポン券 
（お店の特典）
お店のご協力により、本誌をご覧の方
への特典をご用意しました。
⚫特典のみのご利用はできません。
⚫�特典は、原則的に各店舗1回限り
のご利用となります。
⚫�特典の内容は変更となる場合が
あります。詳しくは各店舗にご確
認ください。

ホームページや 
SNSの情報

食べきり協力店の 
取組内容
色のついているところが、それぞれ
のお店の取り組み内容です。
�小盛メニュー等の導入
�食べ残しを減らすための案内
�食べ残し削減に向けた啓発活動
�食品リサイクルの取組
�その他

店舗名称
冒頭の番号は、地図上の番号と一致
しています。

お店の紹介

お店のキャッチコピー

お店の情報
�電話番号
�所在地
�営業時間
�お休み
�“食べきり”の具体的な取組内容

	 芝	 63	亀喜	 25ページ

	 芝	 64	天磯	 26ページ

	 芝	 65	日高屋	田町西口店	 26ページ

	 芝	 66	とんかつ	いなば和幸	 26ページ

	 芝	 67	謙德蕎麦家	 26ページ

	 芝	 68	腹黒屋　田町店	 27ページ

	 芝	 69	立呑処	やまとや	 27ページ

	 芝	 70	日高屋	田町東口店	 27ページ

	 芝	 71	食事	太華	 27ページ

	 芝	 72	ざるそば屋	 28ページ

	 芝	 73	 KAZUSAYA	 28ページ

	 芝	 74	味の中華	綿徳	 28ページ

	 芝	 75	はらぺこ	DINING	 28ページ

	 芝	 76	中国菜館　龍祥軒	 29ページ

	 芝	 77	新天地	 29ページ

	 芝	 78	プチ・メゾン	 29ページ

	 芝	 79	 CABOT	CAFÉ	 29ページ

	 芝	 80	金楽や	 30ページ

	 芝	 81	喫茶たんぽぽ	 30ページ

	 芝	 82	浜松屋食堂	 30ページ

	 芝	 83	三田いきいきプラザ	まーぶるカフェ	 30ページ

	 芝	 84	中国料理　四川亭	 31ページ

	 芝	 85	天ぷら小料理　久	 31ページ

	 芝浦	 86	キクヤレストラン	 31ページ

	 芝浦	 87	梅家	 31ページ

	 芝浦	 88	カフェ	フルール	 32ページ

	 港南	 89	デニーズ	品川港南店	 32ページ

	 港南	 90	アウトバックステーキハウス品川港南店	 33ページ

	 港南	 91	港南いきいきプラザ	ゆとりーむ	喫茶室	 33ページ
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港区食べきり協力店

	1	 レストラン	ローザ
03-5411-1227　 赤坂4-18-13赤坂コミュニティーぷらざ4F
11：00〜18：00（LO17：45）／金11：00〜16：00（LO15：45）

※貸切予約が入った場合は、14：00で閉店
土曜、日曜、祝日
ご飯やお料理の量を調整できます。

6ページ

赤坂コミュニティーぷらざ4階にある
レストラン。日替わり定食（A・B）、
日替わり弁当、オムライス、ナポリタ
ン、カレー、ラーメンなどを手頃な価
格で味わえます。栄養バランスが考え
られているのもうれしいポイント。喫
茶タイムには、パンケーキやコーヒー、ジュースなども利用できま
す。一面ガラス張りになった北側には赤坂御用地の豊かな緑が広が
り、明るく開放的な雰囲気で、気持ちのよい時間を過ごせます。（日
替わりメニューについてはその都度お店にご確認ください）

お手頃価格でおいしいランチを

赤坂

国会議事堂
都立日比谷高校

TBSテレビ

赤坂区民センター

赤坂いきいきプラザ

港区立赤坂保育園

一ツ木公園 赤坂氷川公園

赤坂御用地

港区立赤坂小学校

港区立赤坂中学校
赤坂氷川神社

青山通り

赤坂警察署
赤坂地区
総合支所前

赤坂警察署前

首都高速都心環状線

東京
メト
ロ銀
座線

東京
メト
ロ半
蔵門
線

赤坂サカス 内閣総理
大臣官邸

日枝神社

東
京
メ
ト
ロ
南
北
線

溜
池
山
王
駅 溜池山王駅

国会議事堂駅

赤
坂
見
附
駅

東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

赤坂
駅

特許庁前

乃木
坂

外堀通り

溜池

国会
議事
堂前
駅

山王下

東
京
メ
ト
ロ丸の内線

レストラン ローザ

日高屋 赤坂一ツ木通り店

１

２

東京
メト
ロ千
代田
線

赤坂

	2	 日高屋	赤坂一ツ木通り店
03-3588-5610　 赤坂3-15-7
11：00〜翌4：30（LO4：00）／土・日・祝日11：00〜23：00
年中無休
野菜たっぷりタンメンの麺少なめ、3個餃子、半ラーメン、半ライスを提供してい

ます。� https://hidakaya.hiday.co.jp/hits/ja/shop/1/detail/468.html

6ページ

リーズナブルな価格で本格中華が楽し
める人気のチェーン。赤坂一ツ木通り
店は赤坂Bizタワーのお膝元にあり、
千代田線赤坂駅1番出口から徒歩1分
の好立地です。メニューは定番の中華
そば、シャキシャキの炒め野菜がのっ
た野菜たっぷりタンメンなどの麺類をはじめ、野菜炒め定食やW餃
子定食といった定食など多彩な品揃え。テーブル席とカウンター席を
用意し、おひとり様からファミリー、グループなど幅広く利用するこ
とができます。

赤坂Bizタワー近くで本格中華を堪能

赤坂
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赤坂・青山・西麻布赤坂・青山・西麻布

青山学院大学

港区立
青南小学校

港区立
青南幼稚園

岡本太郎
記念館

 根津美術館

永平寺別院
長谷寺

西麻布二丁目
児童遊園

青山橋

表参道
交番

善光寺

表参道駅

秋山庄太郎
写真芸術館

広閑院
東
京
メ
ト
ロ
銀
座
線

東
京
メ
ト
ロ
半
蔵
門
線

東京メトロ千代田線

青山霊園
立山墓地

青南いきいきプラザ

事業構想
大学院大学

外
苑
西
通
り

モロッコ王国
大使館

青
山
通
り

秋葉
神社

大松
稲荷

表参道駅

表参道

ANNIVERSAIRE CAFE 表参道店３

西麻布 き久ち４

青山・西麻布

	3	 ANNIVERSAIRE	CAFE	表参道店
03-5411-5988　 北青山3-5-30
11：00〜21：00／土・日・祝日9：00〜21：00
年中無休
ハーフサイズメニューが選べるほか、苦手食材の代替もできます。

� https://cafe.anniversaire.co.jp

7ページ

表参道のにぎやかでおしゃれな風景に
溶け込むパリスタイルのカフェ。家族
や恋人、友人と食事をすれば、さりげ
ない日常も最高の「アニヴェルセル
（＝記念日）」と感じることでしょう。
モーニングからディナーまで、フレン
チをベースにアレンジを加えた多彩な料理を提供。近くの教会で結婚
式を挙げた新郎新婦が手を取り合って歩いてくる姿を目にすれば、思
わず幸せな気分に。記念日や誕生日など特別な日はフランス産のドリ
ンクでテーブルはもっと華やかに盛り上がります。

あなたの“記念日”に寄り添うカフェ

青山

	4	 西麻布	き久ち
03-6313-5599　 西麻布2-17-17�港屋総本店ビル�2F
18：00〜LO�21：30
日曜（営業応相談）
食材の代替、料理の量など、予約されたお客様の要望にお答えします。

7ページ

西麻布の住宅街にひっそりと佇む割
烹。2010年にミシュランガイド二つ
星を獲得した腕を振るい、素材の旨味
引き立つ高級日本料理が味わえます。
お品書きはシンプルに2種類の「おま
かせ料理」のみ。食材へのこだわりが
強く「どんな食材でも主役になるような料理を楽しんでもらいたい」
との想いから、豊洲や築地場外で仕入れた季節の新鮮食材を最大限に
活かした献立をコースで提供しています。登場する旬の料理は、いつ
でも逸品揃いと評判です。

ミシュランガイド二つ星の高級割烹

西麻布
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港区食べきり協力店

	7	 薩摩おごじょ
03-3403-9399　 六本木3-13-3�第5六本木ビレッジ1F
17：30〜23：00　 土曜、日曜、祝日
希望どおりの量でお料理を提供するほか。苦手食材の代替にも対応しています。

11ページ

家に帰ってきたかのような温かい雰囲
気が魅力の鹿児島料理店。店名の「薩
摩おごじょ」とは鹿児島弁で、気立て
のいい薩摩の女性のこと。家庭的な女
将さんと楽しくおしゃべりしながら、
丹精込めて作られた郷土料理を味わ
えます。ほとんどの食材が鹿児島からの直送で、傷みやすい“きびな
ご”をお刺身で食べられるのもその新鮮さゆえ。定番のさつま揚げ、
黒豚の味噌漬や餃子など、おふくろの味と薩摩焼酎に舌鼓を打ちなが
ら、ふるさとなまりでゆったりと過ごしてみてはいかがでしょうか。

おじゃったもんせ！東京の“鹿児島”へ

六本木

	5	 庄屋	新青山ビル店
03-3475-1757　 南青山1-1-1�新青山ビル東館B1F
11：30〜14：30／17：00〜22：30
土曜、日曜、祝日
ご飯の量が調節できます。

� http://www.newtokyo.co.jp/tempo/syoya/shinaoyama/syoya_aoyama.htm

8ページ

新鮮な魚介を中心に串焼き、揚げ物、
一品料理など充実したメニューを誇
る居酒屋。名物の「刺身4点盛り合わ
せ」は、北陸から直送される旬の魚介
を贅沢に盛り、姿造りも入った豪華な
一品です。ほかにも店内で丁寧に仕込
む串焼きも大人気。絶妙な焼き加減で旨味を閉じ込め、噛むほどにジ
ューシーな味わいが楽しめます。ドリンクが割引になるなど、お得な
日替わりイベントも随時開催中。詳しい内容は店舗へ気軽に問い合わ
せください。

北陸の新鮮魚介と旨い酒を存分に堪能

青山

都
営
地
下
鉄 

大
江
戸
線

半蔵門
線

銀座線

千代
田線

青山一丁目駅

●
ホンダ ●

ファミリーマート

●
青山霊園

乃木
坂駅

●
セブンイレブン

東京都立青山
特別支援学校

港区立赤坂中学校

乃木公園

●
DFビル

●
赤坂郵便局

あい保育園青山一丁目

●
忠犬ハチ公の碑

乃
木
坂

デニーズ 南青山店６

庄屋 新青山ビル店５

青山

	6	 デニーズ	南青山店
03-3423-1660　 南青山1-12-28
24時間（変更になる場合があります。詳しくはHPをご確認ください）
年中無休
ライスの小盛り提供をしています。廃油および食品残渣のリサイクルを実施し

ています。� https://shop.dennys.jp/map/2283

8ページ

東京都内をはじめ、北関東、東海など
に展開するファミリーレストランチェ
ーン。古くから「青デニ」の名で親し
まれている南青山店は千代田線乃木
坂駅5番出口から徒歩3分の場所にあ
り、周辺には国立新美術館や六本木ミ
ッドタウンといった名所も多くあります。和洋取り揃えたグランドメ
ニューのほか、季節限定のフェアメニュー、デザートをラインナッ
プ。「おうちでデニーズの味を」をコンセプトにしたテイクアウトメ
ニューも充実しています。

食事のあとは青山散歩も楽しめる「青デニ」

青山
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青山・西麻布・六本木青山・西麻布・六本木

	8	 ささら
03-6441-0304　 六本木5-16-45�麻布区民センター2F　
11：30〜16：00
土曜、日曜、祝日
食べ残しの削減に向けた啓発活動を行っています。

11ページ

ロアビルからも程近くにある麻布地区総合
支所2階のレストラン。11時半から14時ま
でのランチタイムはカレーライス、ナポリ
タン、カレーうどん、わかめうどんなどの
軽食メニューが充実。持ち帰り用の弁当も
多彩に取り揃えてあり、イートインも可能
です。明るくカラフルな雰囲気の店内は休
憩スペースにも最適で、コーヒーや紅茶、
ケーキなどの喫茶メニューを楽しみながら
ゆったりと過ごすことができます。

ビュッフェ形式で楽しいランチタイムを

六本木

	10	 日高屋	六本木店
03-5770-6254　 港区六本木7-14-2�六本木三清会館1F
24時間営業　 年中無休
野菜たっぷりタンメンの麺少なめ、3個餃子、半ラーメン、半ライスを提供してい

ます。
� https://hidakaya.hiday.co.jp/hits/ja/shop/1/detail/109.html

11ページ

リーズナブルな価格で本格中華が楽し
める人気のチェーン。六本木店は東京
ミッドタウンなど大型の商業施設が立
ち並ぶ六本木駅から徒歩1分の場所に
あります。メニューは定番の中華そ
ば、シャキシャキの炒め野菜がのった
野菜たっぷりタンメンなどの麺類をはじめ、野菜炒め定食やW餃子
定食といった定食など多彩な品揃え。テーブル席とカウンター席を用
意し、おひとり様からファミリー、グループなど幅広く利用すること
ができます。

六本木駅から徒歩1分の人気中華

六本木

	11	 菜鮮酒館	春夏秋冬
03-3401-2322　 六本木7-15-25�セブンスビル1F
ランチ月・水・金11：30〜14：00（LO14：00）／
ディナー17：00〜24：00（LO23：00）　 日曜、祝日
オーダー時のご飯量の確認や小盛りメニュー、ハーフポーションのご用意。コース料

理も苦手食材を確認するなど対応しています。� http://www.shunkashuutou.com

11ページ

和食を基本にしながら四季折々の素材
を生かした料理の数々。伝統を重ん
じ、きっちりと仕事がほどこされた和
食から、フレンチのビストロ風やピザ
やパスタなどイタリアンテイストなど
各国の創作料理まで、ジャンルを超え
た幅広いメニューが揃います。また、料理に合う酒は女将が足で探し
た全国各地の珍しい地酒をはじめ、焼酎やワイン、ウィスキーなどを
ラインナップ。季節ごとの素材を使った週替わりのおすすめメニュー
も好評です。

和食にフレンチ、イタリアン

六本木

	9	 MAITON-YA
03-6435-5844　 六本木5-16-52�インペリアル六本木2号館B1F
17：00〜23：00（LO22：00）
不定休
小盛りメニューの導入。食べ残しを減らすための案内をしています。

11ページ

六本木テラスの地下1Fに店を構える小料理
屋。長崎の養豚場にて年間400頭しか生産さ
れない希少ブランド豚「舞豚」を使ったしゃぶ
しゃぶが堪能できる店として大変人気です。
食感は柔らかくしっとり、濃厚な旨味と甘み
が特徴。モモ、バラ、ロースなどが食べ比べ
できるお得なコースがイチオシ。ほかにも舞
豚のローストポークやコロッケ、おでん、肉
じゃがなど豊富なレパートリーを誇る女将自
慢のおばんざいは、ついつい箸が進みます。

年間生産400頭の希少豚のしゃぶしゃぶが絶品！

六本木
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港区食べきり協力店

	12	 GALLERY&CAFE	CAMELISH
03-5770-3843　 西麻布1-3-6�六本木アゼリアビル1F
11：30〜23：00（LO22：00）／火11：30〜15：00（LO14：00）
火曜の中で不定休
オリジナルバターチキンカレーのごはん少なめサイズを提供、パクチーの有無

も選べます。� http://www.camelish.jp

	132	洋食屋	大越
03-3583-7054　 港区東麻布3-4-17
11：00〜15：00／17：00〜20：00／土11：00〜15：00
日曜�※祝日不定休
食べきれなかった分は、タッパーにつめてお持ち帰りができます。野菜の切り

屑もソースに使用するなどして、極力ゴミを出さない努力をしています。

11ページ

2017年4月、「日常にもっともっとア
ート」をコンセプトにオープンしたギ
ャラリーカフェ。店内の展示物は３週
間ごとに入れ替わり、来店する度に店
内の雰囲気がガラリと変わり様々なア
ートを楽しむことができます。名物は
オリジナルバターチキンカレーやメープルミルクフレンチトースト、
自家製焼き菓子など。営業時間も長いので、女子会や夜カフェにもピ
ッタリ。夜にはビールやワイン、カクテルなどのアルコールも提供し
ています。

新一の橋交差点付近にある、1963年
創業の老舗洋食店。赤と白から選べる
スパゲティか、ライスに、ハンバーグ
や魚フライ、豚の角煮、ビーフシチュ
ーなどと組み合わせて注文します。ど
れもしっかりとした味付けなので、箸
が進み、懐かしさを覚える人も多いはずです。メニューの数が多すぎ
てどれを選べば良いのか悩むという人には、大越ご自慢の料理をぎっ
しり詰め込んだ、「大越弁当」がおすすめ。古くからの常連さんから
も愛され続けている洋食店です。

ラクダだらけのメルヘンカフェギャラリー ハンバーグとスパゲティの懐かしい味

麻布十番 麻布十番

	14	 十番のおばちゃん
03-6453-8229　 麻布十番2-1-13
13：00〜23：00頃（LO22：00頃）
不定休
小盛りメニューの導入。食べ残しのお持ち帰り可能。

11ページ

気さくで明るい女将が一人で切盛りするア
ットホームな居酒屋。サバ文化干し、赤魚
粕漬けなどの魚料理や、ボリューム満点の
定食、おでんなど美味しい手作り料理が楽
しめます。お酒はオール600円とリーズナ
ブル。セルフ式のため、お酒の濃さを自分
好みに作れるところも嬉しいポイント。時
にはお客同士でお酒を作り合うなど、和気
あいあいと親しみのある交流が生まれてい
ます。ビールや焼酎、ウィスキー、ハイボールなど種類も豊富です。

気さくな女将の美味しい手作り料理が人気

麻布十番

11ページ

	15	 福島屋
03-3451-6464　 麻布十番2-1-1
11：30〜21：00（LO）※途中休憩あり　 年中無休
出汁をとった昆布を佃煮にしています。使わない大根葉をお

客さまに差し上げています。
https://www.azabujuban.or.jp/shop/shop_list/food/242/

11ページ

麻布十番商店街にある、創業大正10年
のおでんの具材専門店。魚のすり身から
手作りしている自家製さつま揚げが自慢
です。ごぼうたっぷりの香り揚げ、肉た
っぷりのしゅうまい巻など種類も豊富。
お店の2階は気軽に立ち寄れる食堂兼居
酒屋スペースで、おでんのほか、定食、甘味、酒とつまみまで揃ってい
ます。おでんは、醤油仕立てと味噌仕立ての2種類。味噌おでんは、八
丁味噌で煮込んだ牛すじの旨みたっぷりの濃厚な味でリピーター多数。
お気に入りの酒とつまみで思い思いの時間を過ごせます。

麻布十番名物、自家製さつま揚げ

麻布十番

Coupon
グラス生ビール
1杯サービス
（1名様限り）
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麻布十番麻布十番

	16	 魚可津
03-3401-7959　 麻布十番1-6-5　 11：30〜�

14：00／17：30〜23：00（LO22：00）／土・日・祝日�
17：00〜22：30（LO21：30）　 年中無休
残飯や魚をおろした際に出る内臓などの食べられるものを

飼料化しています。� https://www.uo-katsu.com

11ページ

昭和初めに鮮魚店から始まり、魚料理専門
店となってからも、「魚のうまい店」として
麻布十番に根付いています。それは「鮮度
が命」と言う代々の店主が毎朝、市場に通
い、新鮮な魚を仕入れてきたから。その質
の高さは、仲買と長年築いた信頼関係あればこそ。調理法はいたって
シンプルで、刺身、焼き魚、煮付け、揚げ物と、余分な手は加えず、
魚本来の味を生かすことを第一に考えています。ランチタイムの定食
は、日替わりで数種の魚料理から選べ、ご飯、みそ汁、小鉢、お新香
付き。ご飯はセルフサービスで自由におかわりできます。

地元に根付く、魚本来の味に出会える店

麻布十番

	17	 総本家	更科堀井	本店
03-3403-3401　 元麻布3-11-4
11：30〜20：30
1月1・2・3日、7月30日〜8月2日
ハーフサイズを提供します。食べ残し削減に向けた啓発活動を行っています。

� https://www.sarashina-horii.com/

創業は寛政元年（1789年）。江戸の
文化を受け継ぐそばの名店として親し
まれています。その特徴は、そばの種
類が豊富なこと。そばの実の芯の部分
だけを用いて打った白い「さらしなそ
ば」は、ほんのりとした甘みに喉越し
の良さが抜群。他にもそば本来の風味が楽しめる「もり」や独特の食
感を持つ「太打ちそば」、さらには、白いそばに旬の食材を打ち込ん
だ色鮮やかな「季節のかわりそば」と、職人の技と味を存分に堪能で
きます。

風味豊かな各種そばに伝統の技が凝縮！

麻布十番

首
都
高
速
都
心
環
状
線

東京メトロ日比谷線

駅木
本六

駅木本六

麻
布
十
番
駅

駅番十布
麻

線戸江
大 鉄下

地営都

東洋英和女学院
中学部・高等部

麻布地区総合支所

フィリピン共和国
大使館

国際文化会館

麻布図書館シンガポール
大使館

狸穴公園

一ノ橋
ジャンクション
一の橋

川古

オーストリア
大使館

東京都立
六本木高校

港区立
南山小学校 鳥居坂下

テレビ朝日

港区立
六本木中学校

支所前

六本木 5

線 谷
渋 速
高 都
首

                       ●
麻布十番郵便局

●
中華人民共和国
駐日本国大使館

●
ファミリーマート

●
六本木ヒルズ森タワー

●
               ファミリーマート

薩摩おごじょ７

ささら８

福島屋

魚可津16

15

洋食屋 大越13

十番のおばちゃん14

日高屋 六本木店10

菜鮮酒館 春夏秋冬11

MAITON-YA９GALLERY&CAFE CAMELISH12

総本家 更科堀井 本店17

六本木・麻布十番

11ページ

Coupon
生ビールまたは
ソフトドリンク
1杯サービス
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	20	 白金本気だんご／会員制	ルナジェナバー
03-3441-8355　 白金6-1-4�2F
20：00〜24：00�※完全予約制
土曜、日曜、祝日
おだんごはお持ち帰りできます。

http://www.honkidango.com

	21	 Astro	Lead	ささのや
03-5422-6783　 白金5-10-11�アーネストハウス1F
11：30〜17：30／18：00〜21：30（予約のみ）
火曜　 お客さまの声に対応し、お料理を少なめ、多め、苦

手食材の代替などが相談できます。
https://sites.google.com/a/sasanoya.jp/caferestaurant/home

17ページ 17ページ

南魚沼産コシヒカリの新米100%を玄米の状
態でふかしただんごに、50種類以上のトッピ
ングを組み合わせただんごを販売。自慢の「名
物焼き醤油」をはじめ、みたらしやあんこの
なじみ深いベーシックだんご、生クリームや
チョコレートをトッピングしたスイーツだん
ご、エスニックや中華のピリ辛テイストまで
幅広いだんごの世界を楽しむことができます。予約注文とウーバーイ
ーツによるデリバリーにて楽しめます。夜は会員制だんごバー『ルナ
ジェナ』として営業中です。

健康サポート料理研究家・笹敬子オーナー
シェフのこだわりが詰まったカフェレストラ
ン。厳選した水と食材を使用し、身体に優
しい料理を提供しています。スーパーフー
ドと言われるマノーミンやマコモダケ、塩
麹などが入ったオリジナルソース、低脂肪の宮崎県産森林どりを使っ
たオムライス、パスタなど、「おいしい食事を通して、からだを気遣っ
てほしい」、そんなあたたかい想いがこめられたメニューが揃います。
木目調のやわらかな雰囲気の店内で、ハンドドリップで淹れたトアル
コトラジャコーヒーとともに、丁寧な味わいを楽しめます。

初めて味わう“本気”のおだんご 健康サポート料理研究家監修のレストラン

白金 白金

	18	 Les	Grands	Arbres
03-5791-1212　 南麻布5-15-11�フルール・ユニヴェセール3F
11：00〜LO16：30／土・日11：00〜LO18：00
不定休、年末年始
ランチタイムのワンプレートメニューは、小盛のサラダを数種のせて提供させて

いただいております。� https://fleur-universelle.com

17ページ

広尾駅から徒歩1分、小道を通ると大
きなタブノキが見えます。木のふもと
の１、2階にはフラワーショップがあ
り、３、４階にカフェがあります。店
内は木の温もりにあふれ、天気が良け
ればテラス席でのんびりとくつろぐこ
ともできます。野菜たっぷりのヘルシーメニューをはじめ、厚焼きパ
ンケーキやタルト、チーズケーキなどのスイーツも充実。心も身体も
リフレッシュしたいとき、緑に囲まれたこのカフェを訪れてはいかが
でしょうか。

ツリーハウスが目印のナチュラル系カフェ

白金

	19	 天現寺カフェ
03-5475-6788　 南麻布4-12-2�ピュアーレ広尾1F
11：00〜20：00（LO19：30）／金・土11：00〜22：00（LO21：30）
年末年始
お料理の量調整、食材を無駄にしないメニュー考案のほか、港区の「のこさずおいし

くたべよう」紙ナプキン使用など啓発活動に協力しています。� http://tengenjicafe.jp

17ページ

2007年のオープン当時、まだ珍しか
った“お取り寄せ”をコンセプトに全
国各地から選りすぐりの品々を集め、
併設のカフェではお取り寄せの難しい
スイーツの1カットサービスも提供。
お取り寄せスイーツを軸に、九州産の
旬素材にこだわった月替わりの「天現寺ロール」など、オリジナルメ
ニューも発信中です。平日ランチタイムにはメイン料理に季節のデリ
盛合せが付いた人気のメニューとシェフ渾身の日替わり弁当をご用意
しています。

東京にいながらご当地スイーツが楽しめる

白金

Coupon
10本以上
お買い上げで

玄米みたらしだんご
1本プレゼント

Coupon
飲み物注文で
クッキー
プレゼント
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白金白金

	23	 Rozzo	Sicilia
03-5447-1955　 白金1-1-12�内野マンション1F
18：00〜24：00　 日曜
食べ残しを減らすための啓発活動をしています。

17ページ

地中海各地の食文化が交差するシチリア島と
同様に、食材の豊かな味を生かした料理がい
ただける「ロッツォシチリア」。シチリア料理を
現地で学んだシェフがふるまうアラカルトは、
新鮮な野菜、魚介や柑橘の旨味を十分に堪能
できます。また、その料理をよりおいしく引き立たせ
るワインを専属ソムリエが選んでくれます。「茄子の
カポナータ」「鰯とウイキョウスパゲッティ」など店
を代表するシチリア料理のほか、季節のフルーツで
作られている「自家製冷凍果実酒」もおすすめです。

シチリア島の豊かな味覚を心ゆくまで

白金

	22	 花すし
03-3444-1717　 白金3-1-2�白金GNビル地下1F
11：30〜14：00／17：30〜22：00
日曜、祝日
食べ残しの削減に向けた啓発活動を行っています。

17ページ

四の橋交差点近くの寿司店。活魚を
使い、新鮮なネタにこだわっていま
す。席はカウンターのほか、広いお座
敷（5〜60名）もあります。ランチ
メニューは、日替わり丼8種が900〜
1,100円、にぎりが1,100円から（全
品小鉢、みそ汁付き）。夜は、予算やお好みに合わせたおまかせコー
ス（3,000円から）で、旬の食材の味を生かした料理を楽しめます。
ランチも夜もリーズナブルで、家族経営とあってお店の雰囲気もアッ
トホームなので、ぜひ行きつけにしたい寿司店です。

1，000円以下で満足!海鮮丼ランチ色々

白金

	24	 白金こむすび庵	さんかく
03-5791-7370　 港区白金1-6-14
8：30〜14：30／16：00〜19：00　 月曜
小さなお子さんの場合は2つにわけて握ることもあり、食べ残しても容器に入

れて持って帰ることができます。食材を余らせることがないよう、仕入れ管理をきっ
ちりと行っています。� https://komusubi-sankaku.jimdofree.com

17ページ

2018年の「港区商店グランプリ」に
おいて港区商店街連合会会長賞を受
賞し、オープン4年目ながらも多くの
リピーターが訪れる地域密着型の店。
おむすびの味は定番の梅や焼たらこ、
銀鮭、赤鮭のほか、えび天、玄米、季
節の食材を使った限定品もあり、ハンバーグやひじきといった惣菜に
も力を入れています。店内にはイートインスペースも用意され、夕方
になると学習塾に行く前の子どもがおむすび片手に勉強する姿も。そ
んなアットホームな雰囲気が地元民に愛されています。

イートインもできるおむすび屋さん

白金

	25	 ①	MARUICHI	BAGEL
非公開　 白金1-15-22
7：00〜17：00、サンドイッチ販売8：00〜16：00�※7：00からベーグルの販

売、揃うのは8：00が目安�※3階イートインコーナー7：30〜15：00（飲み物を注
文のうえ、利用可能）　 月曜
小盛りメニューの導入。

17ページ

白金の人気ベーグル店。ニューヨーカー
に親しまれる「エッサベーグル」をリス
ペクトし、日本の食材に置き換えて作っ
たこだわりのベーグルを提供していま
す。生地の種類も豊富で、プレーンは国
産小麦やシチリア産岩塩、さらに麦芽や
天然酵母、水にもこだわり、砂糖は不使
用。他にも米粉や玄米、ライ麦や全粒粉などで焼き上げ、それぞれに
素材の風味が豊かなベーグルが味わえます。さらにチキンやサーモ
ン、野菜などを挟んだサンドイッチも大好評です。

風味豊かな焼きたてベーグルが大人気

白金
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港区食べきり協力店

	27	 中国料理	一品飯店
03-3280-1233　 白金1-25-31
11：30〜14：00／17：00〜21：00
日曜
半ラーメン、半炒飯、半ライスなど半メニュー色々あります。

17ページ

白金高輪駅から徒歩4分、通りからや
や奥まった所にある創業40年の町中
華。素朴で家庭的な雰囲気で味わえる
のは、店主の加藤さんが腕をふるう豊
富な中華メニュー。新メニューの開発
にも積極的に取り組んでおり、おすす
めは爽やかな辛さを効かせたチーマー麺。チーマーとは中国語でゴマ
の意味。体に良いとされるゴマをふんだんに使ったオリジナルメニュ
ーです。ほかにも、チーズたっぷりの「とまとラーメン」や、酸味と
辛味の効いた「スワンラータンメン」も人気です。

白金で40年愛されるおいしい中華

白金

	26	 白金	よこ山
03-5422-6074　 白金3-9-6�清園ビル1F
11：30〜13：30（LO）／18：00〜21：00（LO）／�

土18：00〜21：00（LO）
日曜、祝日
お寿司のシャリを少なめにもできます。

17ページ

白金商店街にある落ち着いた空間の寿司割烹。
旬の魚と野菜で、季節感のある和食とお寿司が
楽しめます。店主の横山拓生さんは京料理出身。
美しく繊細な一皿一皿に職人の技が光ります。
そんな正統派の寿司割烹でありながらカジュア
ルな価格設定、居心地のよい雰囲気の店内で食
事ができるとあって、人気を集めています。ラ
ンチではさらにお得なサービスが。握り寿司御
膳は、お寿司のほかに茶碗蒸し、サラダ、小鉢各種、香の物などが付
き、大満足の内容です。

京料理出身の技が光る極上寿司と和食

白金

	29	 香土	cadeau
03-3473-4707　 港区白金1-17-2�B104
11：30〜14：30（LO14：00）／18：00〜深夜
日曜、ハッピーマンデー、年末年始、その他HPで告知
ランチでは大盛り、小盛りの対応。ディナーは食事の量に合わせた皿数など提

案しています。� http://www.arome.cc

17ページ

店のコンセプトは「ノーメニュー、ノ
ールール」。オーナーソムリエールが
アレンジする豊富なグラスワインと一
流シェフが腕を振るう極上料理のマリ
アージュを楽しめます。グラスワイン
は日によって10種前後を用意してお
り、客の好みにあったワインをセレクト。スコットランド産ライチョ
ウやイタリア産の白トリュフ、五島列島から届く魚介類など、日本は
もとより世界各国のこだわり食材を使い、ワインによく合う料理を提
供しています。

厳選ワインと共に楽しむ極上料理

白金

	28	 豊作
03-3446-3059　 白金1-28-16�
18：00〜24：00（LO23：00）
月曜（月に1回連休あり）
小盛りメニューの導入。ポスター等掲示による食べ残し削減に向けた啓発活

動。

17ページ

店を切り盛りするご夫婦の優しい人柄
と、美味しい手作り料理が人気の店。
マグロや〆サバ、タコなど新鮮な魚介
類の刺身をはじめ、素材の旨味がじん
わりしみた煮物、独創的な揚げ物な
ど、こだわりある逸品がメニューリス
トに並びます。締めは、お茶漬けやおにぎり、ガーリック風味の焼き
めし、さらには山芋つなぎのざるそばや、秋田稲庭ざるうどん、野菜
たっぷりのすいとんと種類も豊富。地元住民から長年愛され続ける味
が堪能できます。

白金の住民に長年愛され続ける味を堪能♪

白金

Coupon
ご飲食時、
生ビール
サービス
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白金・高輪・三田白金・高輪・三田

	32	 GONZO
03-3449-5500　 三田5-21-7�1F
17：30〜翌3：00
日曜
食べ残しを減らすための啓発活動をしています。

http://gonzo.main.jp

	31	 白金高輪	和食	哲茶ん
03-6450-4257　 三田5-21-7�2F
17：30〜23：30／日17：30〜21：00（LO20：00）　
水曜（祝日は、お電話でご確認ください）
食べ残しを減らすための啓発活動をしています。

http://tecchan.owst.jp

17ページ

17ページ

日本酒の品揃えに定評があるダイニングバー。
日本酒に造詣の深いマスター・浅井剛一さんが
厳選した全国各地の銘酒がずらりと並びます。
冬には新酒、春にはうすにごり、夏には夏酒、
秋にはひやおろし...と四季折々の日本酒を楽しめ
るのも魅力で、それをワイングラスで味わうの
がGONZO流。日本酒初心者の方もご安心を。
唎酒師でもあるマスターが、ゲストの好みに合
わせて酒を選んでくれます。また、酒の肴も本格的で、酒に合う料理
を取り揃えています。GONZO特製ナポリタンが絶品と評判です。

白金高輪駅より徒歩3分。裏通りの落ち着いた
場所にある和食のお店。山陽や市場直送の新鮮
なお魚、無添加、有機栽培にこだわった調味料
や食材を使用した料理が自慢です。中でもとれ
たての魚で盛りつけされた刺身や毎日手打ちで
作っている自家製そばは絶品。のどぐろの塩焼
きや刺身も人気の一品です。日本酒や季節のお
酒、ワインなども充実しています。おいしい和
食が食べたい、そんなときは夫婦ふたりで切り盛りするアットホーム
なお店の暖簾をくぐってみてください。

名物はおいしい日本酒と絶品ナポリタン

素材にこだわったおいしい和食を堪能

三田

三田

	33	 李朝房
03-3445-6270　 高輪1-1-11-101
17：00〜翌1：00
月曜
食べ残しを減らすための案内をしています。

17ページ

肉の品質にはこだわり抜いており、厳選された
A5上ランクの和牛をリーズナブルな価格で提
供。おすすめは1頭の牛からわずかしか取れな
い希少部位の「和牛特撰カイノミ」。柔らかな
歯応えのなかにあっさりとした旨味があり、他
店では味わえない逸品です。宴会や接待では上
タン塩、上ハラミ、上カルビ、カイノミ、イチ
ボの5種類のお肉にキムチとサンチュが付いた
お得な「豪華5点盛り」が人気。さっぱりとした塩ダレやワサビ、タ
デギといった調味料など、好みの味で心ゆくまで味わえます。

上質な和牛をじっくり味わう

高輪

	30	 三河屋食堂
03-3441-3506　 港区三田5-16-13
11：30〜13：30／17：30〜22：00
土曜、日曜、祝日
ご飯の量は増減できます。仕入れ管理を徹底し、冷凍保存をするなどして、素

材を残さないようにしています。

17ページ

昭和7年（1932年）創業、かつて町
工場や商店の多く立ち並んだエリアで
“地元民の台所”として親しまれてき
た白金高輪の老舗定食屋。アットホー
ムな空気感の店内には味のある手書き
メニューがずらり。ランチタイムは焼
き魚、カレーライス、サバの味噌煮、ハムカツといった単品メニュー
はもちろん、近隣で働くビジネスマンを飽きさせないようにと日替り
定食も用意。夜になるとなじみの客が一人、また一人と集まり、いつ
しか宴が始まります。

昼はビジネスマンで賑わう老舗食堂

三田
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港区食べきり協力店

	34	 ビストロ	キフキフ
03-5421-7627　 高輪1-16-25�高輪コミュニティーぷらざ2F
ランチ11：30〜14：30／カフェ14：30〜17：00

　／ディナー17：30〜21：00（LO20：30）　 日曜、祝日、年末年始
ご飯の小盛が選べるほか、苦手食材の代替もできます。

https://www.kifkif.jp

17ページ

渡仏し、数々の星付きレストランで長年腕を磨
いてきたオーナーシェフが手がける本格フレ
ンチのお店です。ほかのビストロと少々違うの
は、白金高輪駅のほぼ真上に位置する高輪コミ
ュニティーぷらざ2Fに店舗を構えたところ。区
民センターや図書館帰りにちょっと一息ビスト
ロへ、という気軽さと居心地の良さは全国でも
珍しいお店ではないでしょうか。お手頃価格で
ありながら、味はもちろんお墨付きのおいしさ。一つ星・二つ星のシ
ェフがもてなす自慢の料理を味わうことができます。

公共施設でいただくカジュアルフレンチ

高輪

	37	 アウトバックステーキハウス品川高輪店
03-5798-3501　 高輪4-10-8�京急EXイン高輪B1
17：00〜22：00（LO21：00）／土・日12：00〜15：00（LO14：00）／17：00

〜22：00（LO21：00）　 年末年始及び不定休（12月31日と1月1日は休業）
食べきれなかったお料理をお持ち帰りいただけます。またサーバーも食べきれ

る量のご提案をしています。� https://www.outbacksteakhouse.co.jp

	36	 高輪	菊寿司
03-3441-8891　 高輪3-9-11
11：30〜13：00／17：00〜21：30　 日曜、祝日
食べ残しの削減に向けた啓発活動を行っています。

17ページ17ページ

1988年、アメリカのフロリダ州・タ
ンパで誕生し、世界中で愛されている
カジュアルダイニング。店内は国内ア
ウトバックで一番の席数を誇ります。
金曜〜日曜限定のプライムリブは、シ
ーズニングをかけて表面を焼き、オー
プンで4〜6時間低温で焼き上げたローストビーフです。また、ジャ
ンボサイズの玉ねぎを丸々カットしたオニオンフライ「ブルーミン・
オニオン」は看板アペタイザー、西洋わさびの入ったピリ辛ソースを
つけてお楽しみください。

高輪台で創業から50年以上にわたっ
て評判の寿司店。手入れの行き届いた
清潔な店内は、カウンター席と4人掛
けのテーブル席が置かれたゆったりと
寛げる和の空間です。同店の人気を支
えるのは、にぎり一人前（六貫）700
円、ちらし750円といったリーズナブルなランチメニュー。店主自ら
豊洲で仕入れてきた新鮮なネタを使い、熟練の職人技で生み出す本格
江戸前寿司を味わえるとあって、連日11時半の開店と同時に多くの
客で賑わいます。

本場同様のボリュームと質の高い料理を提供江戸前寿司ランチをリーズナブルな値段で

高輪高輪

	35	 大衆酒場	瀬戸内食堂
03-6325-3866　 高輪2-16-38
11：30〜14：00／17：00〜23：30（LO�23：00）／
土・祝日17：00〜22：00（LO�21：30）
日曜
小盛りメニュー対応可能。

17ページ

海の幸とお酒に合う一品料理が豊富な大衆
居酒屋。マグロやカツオ、アジなど豊洲市場
から仕入れる鮮度抜群の魚介が、刺身や塩
焼き、フライなどで味わえます。また店主
がこよなく愛するプロ野球チーム、広島東
洋カープの試合がある日は「観戦飲み放題
コース」を開催。試合開始から終了までの
間、ハイボール、サワー、焼酎、日本酒、
ワインなど15種類以上のお酒が、なんと
2800円で存分に楽しめます。野球好き、お酒好きは要チェック。

カープの試合日は、お得な飲み放題開催！

白金
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白金・高輪・三田白金・高輪・三田
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白金・高輪・三田
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港区食べきり協力店

	40	 ロイヤルガーデン
03-3597-2929　 虎ノ門1-11-7�第二文成ビル1F
11：30〜15：00（LO14：00）／17：00〜23：00／土・日・祝日11：30〜

23：00（予約制）　 土曜、日曜
食べ残しを減らすための啓発活動をしています。　

� https://www.royalgarden.co.jp

23ページ

さまざまなスタイルの宴会やパーティー、接
待などに対応したレストラン。ゆったりと個室
でご案内。目的や利用シーンに合わせてご利
用できます。完全個室の貸切スペースは大小
7種類。中世ヨーロッパ風の部屋や白を基調に
した部屋など、人数やお好みに合わせて選ぶ
ことができ、少人数から、着席は100名、立食
なら160名まで対応可能です。音響設備や照
明機器も充実し、プロジェクターや楽器の貸
し出しもしてくれるので、宴会を盛り上げたい幹事に喜ばれています。

二次会や宴会にぴったりなイタリアンレストラン

虎ノ門

	41	 ロイヤルガーデン	COMON
03-5251-9696　 虎ノ門1-11-7�第二文成ビルB1F
11：30〜15：00（LO14：00）／17：00〜23：00／土・日・祝日11：30〜

23：00（予約制）　 土曜、日曜、祝日
食べ残しを減らすための啓発活動をしています。　

� https://www.comon.tv

	38	 おむすび	稲香屋
03-3508-1788　 虎ノ門1-16-4�アーバン虎ノ門ビル1F
8：00〜15：00　　
土曜、日曜、祝日
食べきれなかったおむすびは、テイクアウト袋の提供をします。　

� http：//www.omusubiinakaya.com

23ページ

23ページ

歓送迎会、忘年会・新年会、バースデーパー
ティーなどに利用できる和食とイタリアンの
お店。少人数から最大160名まで貸切OKで、
大小7種類の多彩な個室が用意されています。
また、幹事を任されたときにうれしいのが経
験豊富な宴会プランナーの存在。特別な日が
思い出に残るよう、プロジェクター・音響設
備を駆使した演出や、オリジナルケーキや花
束などのサプライズ企画を提案してもらえま
す。下見もできるので、困ったときは一度相談してみてください。

白米のおむすびと玄米のおむすびがあり、
両方を食べてみたくなる店「おむすび稲香
屋」。誰もが食べ慣れているおむすびだから
こそ、材料にこだわってひとつひとつ手作
りしています。茨城県常総のコシヒカリを
仕入れごとに精米し、沖縄県石垣島の塩で
むすんで江戸前海苔を合わせるのが基本の味。梅や鮭、明太子などの
定番具材から、季節の食材を混ぜ込んだものまで、たくさんの味を楽
しめます。ヘルシーな惣菜や味噌汁、弁当などもあるので今日は何を
食べようかと選ぶ楽しみがあります。

経験豊富な宴会プランナーがパーティーを演出!

毎日食べても飽きのこないおむすび

虎ノ門

虎ノ門

	39	 虎ノ門いきいきプラザ	マーブルカフェ
03-3539-2941　 虎ノ門1-21-10�虎ノ門いきいきプラザ1F
10：00〜16：00　 年末年始
ご飯を小盛にできるほか、メイン料理の量も調整できます。　

� https：//shiba-ikiiki.com

23ページ

虎ノ門いきいきプラザはシニアの健康増進やコ
ミュニティづくりのための施設ですが、カフェ
はどなたでも利用できます。栄養士、管理栄
養士が運営し、栄養バランスを意識したヘル
シーランチはなんと450円。出汁や酢をうまく
使った、塩分やカロリー控えめな献立が週替
わりで味わえます。ランチタイム以外は、コー
ヒーや紅茶などのドリンクやケーキなどのスイ
ーツも楽しめます。カフェコンサートなどのイ
ベントも定期的に行われているので、気軽に利用できます。

栄養バランスのとれたランチをワンコインで

虎ノ門
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虎ノ門・西新橋虎ノ門・西新橋

	42	 伊江牛焼肉	福重	新橋店
03-3506-2992　 西新橋1-22-1�第2西欧ビル1、2F
11：00〜14：00／17：00〜23：00（LO22：30）
日曜
ディナーの焼肉メニューで、一人前、半人前が選べます。

� https://hitosara.com/0006113733/person.html

23ページ

伊江牛とは、沖縄の離島・伊江島で育った和牛で、
その絶対数の少なさから「幻の牛」と呼ばれてい
ます。赤身の濃厚な旨味が特徴で、沖縄出身の店
主・福重裕さんもその味に惚れ込んだファンのひと
り。伊江牛のおいしさを沖縄だけでなくより多くの
人に伝えたいと、2018年5月に新橋店をオープン
しました。伊江牛を生産から販売まで一貫して扱う
会社の直営店だからこそ、肉のもつ本来の味を楽し
むことができます。焼き肉のほか、たたき刺しや100%無添加ハンバー
グなど、多彩なメニューで伊江牛を余すところなく味わい尽くせます。

希少な和牛を多彩なメニューで満喫して

西新橋

	44	 肉ビストロ	TONO
03-6789-6161　 西新橋2-2-7
11：00〜23：00　　
土曜、日曜、祝日
人数、ボリュームにより、ミドル・スモールサイズが選べます。

	45	 CAFE&BAR	ABIYA
03-6206-6889　 西新橋2-14-7�笠井ビル1F
11：30〜14：30／17：30〜22：45　
土曜、日曜、祝日
ご飯の量を調整できます。

23ページ 23ページ

虎ノ門駅のすぐ近くにある「肉ビスト
ロTONO」。がっつりと肉を食べたい
方には一度は足を運んでもらいたい肉
づくしのお店です。注目すべきは2時
間飲み放題付き3,980円でティーボー
ンステーキ300gのコスパコース。リ
ーズナブルな価格でジューシーなお肉を存分に楽しめます。ランチタ
イムには1,000円（税込）で楽しめるお手軽ステーキランチなどもあ
ります。

虎ノ門ヒルズに近いカジュアルイタリ
アン。看板メニューはローストビーフ
で、上質な牛肉を使用し、肉の旨味を
閉じ込めたジューシーな味わいが人気
です。そのおいしさに魅了され遠方か
ら通ってこられる根強いファンも。ロ
ーストビーフは、ランチでもライス・サラダ付きのセットでいただけま
す。ランチメニューはほかに、ローストポーク、合鴨のコンフィ、鶏の
コンフィ、ハンバーグ（すべてライス・サラダ付き）など、お肉のメニ
ューが充実しており、お肉が大好きな方にはたまらないお店です。

おいしいステーキを思いきりほおばりたい お肉好き必見の特製ローストビーフ

西新橋 西新橋

	43	 knit	café	森のこぶた
03-6699-1838　 西新橋2-2-2
7：00〜18：00（LO17：30）　 土曜、日曜、祝日、年末年始
「ごはん少なめ」「半分」「カレールー少なめ」などのサービスあり。ランチドリン
クは持ち帰れるテイクアウトカップを使用しています。
� https://morinokobuta.com

23ページ

平日の朝７時からオープン。出勤前の
ひと時には、屋上で自家栽培した季節
の野菜をたっぷり使ったモーニングセ
ットを提供しています。ランチに添え
られるミニサラダはおかわり自由で、
ランチ後から閉店まではケーキやスコ
ーンなどのスイーツを提供。また、ランチ後にはニットカフェとして
も利用できます。ニットに限らず、刺繍やビーズなど、手芸ならなん
でもOK。手芸サークルや各種ワークショップなども開催され、店内
に展示された作家の作品は購入可能です。

フレッシュな自家栽培野菜の料理が楽しめる

西新橋

Coupon
平日3,980円
以上のコースを
20名様以上の
利用で

幹事様無料
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港区食べきり協力店

	49	 ビア樽	ポルカ
03-3591-4080　 新橋2-8-14�山田ビルB2F
18：30〜23：00
土曜、日曜、祝日
食べ残しの削減に向けた啓発活動を行っています。

23ページ

ドイツ・ミュンヘン「スパテン社」の生ビールが
味わえる、新橋駅近くの隠れ家的なビアバー。
店名はチェコの作曲家、ヤロミール・ヴェイヴ
ォダの名曲のタイトルから。カウンターのみの
小さな空間で提供するアルコ―ルはスパテンビ
ール1種類だが、この銘柄を飲めるのは国内では
4店舗ほどということもあり、根強いファンも多
いとか。店主のどんじりょうさんはシャンソン
歌手としても活躍しており、ときには生歌を披露してくれることも。
店主の軽やかな歌声と香り高いビールで最高のひとときを過ごせます。

ドイツ・スパテンビールをシャンソンとともに

新橋

	48	 麺家	いし川
03-3432-0230　 西新橋2-23-2�日比谷パークビル1F
11：00〜15：00／
火〜木11：00〜15：00／17：00〜22：00
土曜、日曜、祝日
食べ残しを減らすための案内をしています。

23ページ

新橋四丁目交差点のそば、白い看板と
暖簾が目を引くラーメン店。各種トッ
ピングがすべて味わえる「特製ら〜
麺」が人気です。店の自慢は、豚ガラ
に加えて鶏ガラ、鰹節や煮干しを煮出
した豚骨魚介スープ。とろみのあるス
ープがもちもちとした食感の麺によく絡み、大満足の一杯です。トッ
ピングの味付玉子、チャーシュー、メンマも店主お手製で、スープの
味を引き立てる味付けがされています。店主・石川雅崇さんこだわり
のスープを、ぜひ最後の一滴までご堪能ください。

こだわりの豚骨魚介スープに舌鼓

西新橋

	47	 割烹	暫亭いろり
03-3580-4039　 西新橋1-17-7
11：30〜13：30／17：00〜22：30
日曜、祝日
小皿に取り分けて提供。昼定食の納豆など特定の食材の苦手な方への対応

もしています。� https://irori.owst.jp

	46	 新虎小屋
03-6459-0870　 西新橋2-18-7�1F
10：00〜17：00　 土曜、日曜、祝日
ごはんの小盛り（50円引き）をご用意。また角煮カレーはごはん大盛り・カレー

ルー大盛り・両方大盛りの3種あり、食べている途中でも大盛りと同額で追加で
きます。� https://www.instagram.com/shintora_koya/

23ページ23ページ

市場での仕入れを基本に、鶏肉や豚肉、馬刺
しに加え、焼酎も霧島焼酎など宮崎や鹿児島
産のものを多く提供しています。1991年に売
り出した豆乳鍋は元祖を自認し、これまで数々
のメディアにも登場。また、繊維のシルクを
加水分解して作られたシルクパウダーを使用
したシルク鍋など、シルク料理は商標登録も
しています。宮崎から取り寄せるキジ鍋、き
なこ豚のしゃぶしゃぶや角煮など、素材にこ
だわった独自料理の数々が並びます。

新橋、虎ノ門を結ぶ「新虎通り」にあ
る多目的スポット。ランチ営業は火
曜・水曜・木曜の11時半から13時半
までで定番の角煮カレーのほか、女将
特製の日替わりメニューも提供してい
ます。その他の時間はフリースペース
としても開放されており、店内には閲覧自由の本を揃え、Wi-Fi、電
源もあります。ランチタイムなどで混み合っている場合を除き、飲食
物の持ち込みも自由。誰でも自由かつフレキシブルに活用できるスペ
ースです。※2021年6月末までの限定営業です。

心あたたまるおもてなしの店虎ノ門ヒルズ至近のランチ兼フリースペース

西新橋西新橋
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西新橋・新橋西新橋・新橋

	53	 末げん
03-3591-6214　 新橋2-15-7　
11：30〜13：30／17：50〜22：00
日曜、祝日、土曜不定休
ご飯や料理の量を調整できます。

	51	 新橋お多幸
03-3503-6076　 新橋3-7-9�カワベビルB1F　
15：00〜23：00／土15：00〜22：30　 日曜、祝日
ご飯の量を調整できます。野菜くず、大根の皮を漬物に、魚のあらはかぶと煮

として提供しています。� http://shinbashi-otakou.com

23ページ

23ページ

創業明治42年。各界の著名人から愛されてきた
鳥割烹です。看板メニューは、創業当時から変
わらない味の鳥鍋料理「わ」。そしてもうひとつ
の看板メニューが、昼の営業でいただける鶏挽肉
を使用した親子丼「かま定食」。三代目のご主人
から始まりました。かつてはお客の付き人や運
転手に差し入れた料理で、その頃の愛称が「お
釜」からきた「かま」でした。合鴨、軍鶏、地養
鶏をブレンドした挽肉のなめらかな食感とふわふわの卵が多くの人を
魅了しています。ふたつの看板メニューで名店の味を堪能できます。

昭和7年の創業以来、新橋1丁目から3丁目へ移
転後も、多くの常連客が通う老舗おでん専門店。
旧店舗の設備を残しているので、懐かしい雰囲
気が感じられます。濃いめのつゆで煮込んだ伝
統的な東京おでんのほか、関西風おでんで定番
の牛すじは、新しい東京名物となっています。
自家製つみれなど、おでん種一つ一つが丹念に
仕込まれた逸品。おでんに合わせて、刺身、焼
き物、揚げ物なども存分に味わえます。茶飯にとろとろの半熟卵をの
せ、おでんのつゆをかけた名物「半じゅくめし」も人気。

差し入れから生まれた逸品「かま定食」

昭和の名残とどめる店で東京名物おでん

新橋

新橋

	52	 鳥かど家
03-3431-0534　 新橋4-27-9�新橋スズキビル1F
11：00〜14：00／17：00〜20：00（LO19：30）　
土曜、日曜、祝日
昼、夜ともにご飯の量を調整できます。

� https://www.facebook.com/torikadoya/

23ページ

鰻と鳥料理の専門店。毎朝、近くの問屋から仕入
れる活鰻は鮮度が抜群で作り置きは一切なし。
愛知の「相生みりん」を使った甘すぎないタレ
で、さっぱりとした江戸前蒲焼に仕上がってい
ます。創業当初は鳥料理の専門店でしたが、そ
の後、鰻も扱うように。ふたつの味覚を両方味わえる店
として、長年愛されてきました。こだわりの鰻重ができ
上がるのを待っている間、鳥焼きや玉子焼きでお酒を一
杯!　三代目のオリジナルメニュー、鰻をぶつ切りにし
た生姜風味の煮物「汽車ポッポ」も外せない一品です。

大正元年創業の鰻と鳥の老舗

新橋

	50	 鳥割烹	古今亭
03-3501-0111　 新橋2-9-14
17：00〜23：30
土曜、日曜、祝日
食べ残しを減らすための啓発活動をしています。

23ページ

烏森神社から程近くにある明治27年創業の
老舗鳥割烹。1階のテーブル席をはじめ、2、
3階には大広間や個室を用意。落ち着いた和
の空間で味わえるのは、じっくりと時間をか
けて出汁を取る旨味たっぷりの鶏スープ鍋
や、創業以来継ぎ足してきた特製ダレを絡め
た肉質やわらかな焼き鳥など「古今亭」伝統
の逸品。四季折々のおいしい素材を使ったコ
ース料理の数々を、日本各地から取り寄せた
地酒や焼酎とともに楽しめます。

創業130余年の技が光る鶏料理の名店

新橋
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	54	 しんばし初藤
03-3580-2856　 新橋2-16-1�ニュー新橋ビル2F　
11：00〜23：00／土11：00〜22：30　 日曜、祝日
ランチ定食類のご飯の量を大盛・普通・小盛から選べます。また、余った食材

で新メニューを考案しています。
� https://www.hatsufuji.com

	55	 Café	Deux
03-3431-1609　 新橋3-16-3�港区立生涯学習センター1F
9：00〜17：00／土10：00〜16：00　
日曜、祝日、年末年始、第3月曜、第1・2・4・5土曜
お料理の量の希望などを相談可。カレーのルーのみ、ネギの量を少なく、たま

ご抜き、サラダを少なくなどもできます。� http://www.minato-jigyodan.org

23ページ 23ページ

ニュー新橋ビル2階にある居酒屋・大衆
割烹料理店。戦後すぐにおでん屋として
開店し、居酒屋となってからも、新橋の
ビジネスマンを中心に長く愛されてきま
した。仕入れ担当が全国で買い付けて
きた旬の食材を使った料理を、豊富な焼酎、地酒とともに気軽に楽し
めます。当日仕入れた魚をまるごと味わえる名物「魚一匹塩釜焼き」
は見た目の華やかさに加えて、木槌で叩いて割る楽しみもあり、宴会
などで盛り上がること間違いなし。ランチは、自慢の魚を刺身、焼き
魚、天ぷらの3つの調理法で味わえる「初藤定食」が人気です。

新橋駅のそば、港区立生涯学習センタ
ー（ばるーん）の1階にあるカフェ。カ
レーは、店自慢の手作りのポークカレ
ーやキーマカレー。ほかにもチキンカレ
ー、黒カレー、季節カレー、週替わり
カレーの全6種類あり、一番人気はポークカレー。カレーのほか、たぬ
きうどん、きつねうどん、カレーうどん、ナポリタンもあります。名物
は、毎朝店内で作っている焼きたてパン。モーニングコーヒー（10時ま
で）とともに出勤前の朝食にする人も。駅前とは思えない静けさや、丁
寧な接客も評判の温かな雰囲気の中で、くつろぎの時間を過ごせます。

昼も夜も、旬の魚を楽しめる老舗居酒屋 駅チカのくつろぎカフェ

新橋 新橋

	56	 日高屋	新橋駅前店
03-3431-0025　 新橋3-25-19
11：00〜翌4：00（LO3：30）／土・日・祝日11：00〜23：00
年中無休
野菜たっぷりタンメンの麺少なめ、3個餃子、半ラーメン、半ライスを提供してい

ます。� https://hidakaya.hiday.co.jp/hits/ja/shop/1/detail/458.html

23ページ

リーズナブルな価格で本格中華が楽し
める人気中華チェーンの日高屋。新橋
駅前店は、JR新橋駅の烏森口を出て
浜松町方面に2分ほど歩いたJR線高
架下にあります。メニューは定番の中
華そば、シャキシャキの炒め野菜がの
った野菜たっぷりタンメンなどの麺類をはじめ、野菜炒め定食やW
餃子定食といった定食など、多彩な品揃え。テーブル席とカウンター
席を用意し、おひとり様からファミリー、グループなど幅広く利用す
ることができます。

飲み客で賑わう高架下の本格中華

新橋

	57	 とんかつ	はぎ乃
03-3584-6918　 東麻布1-16-10
11：30〜14：00（LO）／18：00〜21：00（LO）
土曜、日曜、祝日
ごはん少なめ、キャベツ少なめ対応しています。

23ページ

東麻布商店会の中ほどにあり、連日多くの
ファンが訪れるとんかつの名店。11時半の
開店とともに、近隣で働くサラリーマンや
職人たちで店内はすぐ満席に。人気はロー
スかつ定食や串かつ定食（ともに1,000円）
など全8種のランチ定食メニューです。揚げ
たてのサクサクっとした食感のとんかつの
おいしさを引き立てるのは、昭和52年の創
業当時から変わらない特製ソース。ごはん
と千切りキャベツがボリューム満点なのも人気の理由。

行列のできる人気のとんかつ専門店

東麻布
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日高屋 新橋駅前店　56
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	58	 カフェ麻布　にしむら
03-3588-1788　 東麻布2-19-3
10：30〜19：00　 日曜、祝日
ライスの量の調整など、小盛りメニュー導入、ポスター等掲示による食べ残し

削減に向けた啓発活動をしています。

23ページ

世田谷区経堂にて平成元年にオープ
ンした歴史ある喫茶店です。ここの名
物はこだわりの香ばしい炭火コーヒ
ー。なかでも毎週金曜日に特別サービ
スを実施している純金箔入りのコーヒ
ーは、芳醇な味わいを楽しめます。フ
ードメニューも充実していて、骨付きモモ肉の特選チキンカレーや昔
ながらのナポリタン、特選チキンカレーパスタ、ケーキセットなどが
人気。また、ビールや梅酒、ウィスキーなどのアルコールのメニュー
も用意しています。

地域密着カフェでこだわりの珈琲を

東麻布
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	61	 神明いきいきプラザ	コミュニティカフェ
03-3436-2500　 浜松町1-6-7
10：00〜16：00（LO）　 年末年始
ご飯を小盛にできるほか、苦手食材を取り除くこともできます。

� https://shiba-ikiiki.com

25ページ

浜松町駅北口徒歩3分、神明いきいきプラザ1
階にあるコミュニティカフェ。シニア向けの健
康・集会施設の一角にありますが、一般の方
も利用することができます。季節に合わせた
日替わりスイーツは150〜200円、栄養士や管
理栄養士が作る週替わりランチも500円とと
てもリーズナブル。港区在住で65歳以上の人
には、誕生月にプチケーキとお好きな飲物の
プレゼントもあります。（期間中のみ）ゆった
りとした空間で、心にも体にもやさしいカフェメニューを楽しめます。

心と体にやさしいひとときはいかが？

浜松町

	60	 デニーズ	浜松町店
03-3436-2377　 浜松町1-31�文化放送メディアプラス2F
5：00〜翌4：00（変更になる場合があります。詳しくはHPをご確認ください）
年中無休
ライスの小盛り提供をしています。廃油および食品残渣のリサイクルを実施し

ています。� https://shop.dennys.jp/map/21923

25ページ

東京都内をはじめ、北関東、東海など
に展開するファミリーレストランチ
ェーン。浜松町店はJR浜松町駅の北
口、大江戸線・浅草線大門駅B1出口
から徒歩1分というロケーションにあ
り、平日のランチタイムは近隣のビジ
ネスマンで賑わっています。和洋取り揃えたグランドメニューのほ
か、季節限定のフェアメニュー、デザートをラインナップ。「おうち
でデニーズの味を」をコンセプトにしたテイクアウトメニューも充実
しています。

浜松町駅前でおいしいランチを

浜松町

	59	 ホテル	メルパルク	TOKYO
03-3433-7221　 港区芝公園2-5-20
24時間　 無休
食べ残しを減らす取り組みと、新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、

従前のブッフェから個々盛り（お膳）スタイルに変更して料理を提供しています。

25ページ

東京タワーや増上寺など港区の観光スポットに
も近く、アクセスの良さからビジネス拠点として
も利用されているホテル�メルパルク�TOKYO。
ホテル内にはレストラン「フォンテン・ド・芝」
と、ティーラウンジ「グリーンクローバー」の
施設があります。レストランでは、朝食、ラン
チ、ディナー（要予約）への対応のほか、季節
に合わせた料理が人気です。ティーラウンジで
はサンドイッチやケーキが楽しめ、待ち合わせ
や商談にも利用されています。ホテルならでは
の、ゆったりと落ち着いた雰囲気で、豊かな時間が過ごせそうです。

東京タワーや増上寺に近いホテル

芝公園

食べきり強化月間
　港区では、宴会等の外食やパーティーなどを
家庭で催す機会が多くなる年末年始や、歓送
迎会および卒業・入学等シーズンに、食品ロ
ス（食べられるのに捨てられてしまう食品）
の削減を目的とした、「食べきり強化月間」を
設けています。

●冬の陣（年末年始）
　毎年12月16日から1月15日
●春の陣（歓送迎会シーズン）
　毎年3月16日から4月15日
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浜松町・芝公園・芝浜松町・芝公園・芝

	62	 亭久五
03-3454-9193　 芝3-31-6
11：30〜14：00（LO13：30）／18：00〜23：00
土曜、日曜、祝日
ご飯の量を調整できます。キャベツはすべて使用し、玉ねぎの皮でタマネギ茶

を提供しています。ニラの端はまかないで食べています。

32ページ

店名の「テイクファイブ」は創業時にジャズ喫
茶だった名残。現在は、ランチの日替わりメニ
ューが楽しみな定食屋として、また夜は無類の
酒好きたちが集う居酒屋として賑わう店です。
まるで即興演奏のように日々変化する料理は魅
力のひとつと言えるでしょう。時折開催される
お酒の試飲会では、厳選のボトル数種類と相性
の良い料理を探求するといった、参加者の舌を
うならせる企画も。店内にずらりと並んだ日本酒、焼酎、泡盛やワイ
ンを眺めると、つい今宵の酒と肴選びを真剣に始めたくなります。

毎日味わいたくなる料理とお酒

芝

	63	 亀喜
03-3451-7673　 芝5-26-3
11：00〜13：30／16：00〜21：30／土11：00〜13：30　 日曜、祝日
ご飯の量を少なくできます。

32ページ

昭和29年創業の慶応仲通り商店街にある
中華料理店。サラリーマン御用達で、ラ
ーメンやヤキメシなど中華の定番メニュ
ーも人気ですが、名物はオムライス。そ
のジャンボサイズはインパクト大で、満
腹間違いなし。薄焼き卵で包まれたチキンライスには大きめの鶏肉が
ごろり。玉ねぎの甘みがきいたしっかりとした味付けで、最後まで飽
きさせません。ほかにも、カレーやカツ丼、アジフライ定食、から揚
げ定食など、魅力的なメニューが充実。1,000円以下のメニューが多
く、リーズナブルにお腹を満たせます。

学生を元気に！名物ジャンボオムライス

芝
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	67	 謙德蕎麦家
03-3451-3745　 芝5-34-7�田町センタービルピアタ2F
11：00〜21：00／日・祝日�11：30〜20：30
年中無休
お料理の量を調整できます。� https：//www.kentokusobaya.com/

32ページ

JR田町駅西口のすぐ左手にある田町セン
タービルピアタ2階の蕎麦居酒屋。ランチ
は定食や丼ものなどのランチメニュー、
夜は酒と肴でもてなしてくれます。蕎麦
やつゆはもちろん朝から店内仕込み。毎
日仕入れる魚介類はすべて店内でさばいているため鮮度も折り紙付き
です。国産牛のローストビーフや生ハムピザといった洋風メニューも
充実しており、日本酒や焼酎も豊富。蕎麦焼酎は蕎麦湯割りのほかス
ッキリとした飲み口のソーダ割もおすすめ。「旨い酒のあとは、蕎麦
でもたぐって帰ろう」。そんな粋な客で毎日賑わっています。

旨い酒・肴のあとは〆の蕎麦で決まり！

芝

	66	 とんかつ	いなば和幸
03-5730-3541　 芝5-34-7�田町センタービルピアタB1F
11：00〜15：00（LO14：30）／17：00〜21：00（LO20：30）／�
土・日・祝日11：30〜15：00（LO14：30）／17：00〜20：30（LO20：00）
年末年始
ご飯の量を調整できます。

32ページ

がっつりと揚げ物を食べたいとき、気軽に入れ
るとんかつ専門店「いなば和幸」。全国各地で見
かける有名チェーン店の味は、各店舗にいると
んかつを熟知した職人たちの手仕事によって保
たれています。生育環境からこだわった最高の
豚肉を1枚1枚手作業でカットし、とんかつにふ
さわしい特注のパン粉を使い、ちょうど良い食
感になるよう丁寧に衣をつけ、最適の温度で調
理。仕上げのソースや添えられたキャベツに至るまで、計算され尽く
した最高のとんかつ定食は、いつでもおいしく元気になれる味です。

40年以上の歴史あるとんかつ専門店

芝

	65	 日高屋	田町西口店
03-3453-3190　 芝5-31-15�センチュリー三田ビル1F・2F
10：00〜翌4：00（LO3：30）／日・祝日10：00〜23：30
年中無休
野菜たっぷりタンメンの麺少なめ、3個餃子、半ラーメン、半ライスを提供してい

ます。� https://hidakaya.hiday.co.jp/hits/ja/shop/1/detail/424.html

32ページ

リーズナブルな価格で本格中華が楽しめる人
気のチェーン。田町西口店はたくさんの飲食
店が立ち並ぶエリアにあり、三田駅A3出口す
ぐという好立地です。メニューは定番の中華
そば、シャキシャキの炒め野菜がのった野菜
たっぷりタンメンなどの麺類をはじめ、野菜
炒め定食やW餃子定食といった定食など多彩
な品揃え。テーブル席とカウンター席を用意
し、おひとり様からファミリー、グループな
ど幅広く利用することができます。

三田駅すぐで味わう多彩な本格中華

芝

	64	 天磯
03-3454-0825　 芝5-20-19
11：30〜13：30／17：00〜22：30
土曜、日曜、祝日
ご飯の量の調整や苦手食材の代替ができます。

32ページ

のれんをくぐるとご夫婦で出迎えてくれる、
居心地のいい小料理屋。その名の通り、天ぷ
らと海鮮料理が二大看板です。お昼は、天丼
定食や天ぷらの盛り合わせ定食、お刺身定食
やあじのたたき定食など、和定食が充実。定
食に90円で追加できる自家製の塩辛も、ごは
んのお供にぴったりと好評です。夜は、旬の
食材を使用した揚げ物や刺身、鍋などの季節
の料理と酒を楽しむ人で賑わいます。季節に
よって、市場で仕入れた新鮮なふぐを使った料理も提供されます。

天ぷらと海の幸を一度に味わえる贅沢

芝
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芝芝

	71	 食事	太華
03-3453-6888　 芝2-9-13�桑田ビル1F
17：00〜24：00（最終入店21：30）　 水曜
おひとりさま向けの量で提供し、量の調整も相談可。ご飯はおかわりを前提と

した量で提供し、おかわりは無料です。
� http：//www.taika-shiba.com/index.html

32ページ

数々の名店で経験を積み、江戸料理を研究し
てきた店主の海原大さんが「東京の郷土料理
を出す店をやりたい」と、芝の地に開いた食
事処。芝海老や魚介をさっと煮てあっさりと
仕上げた芝煮や、芝海老しんじょうなど、芝
海老料理が名物です。どれも鰹だしがきい
た、素材の持ち味を生かした芝の地料理で、芝の
地酒「江戸開城」がよく合います。ほかにも、江
戸甘味噌を使った田楽味噌など、研究熱心な店主
がたどり着いた江戸の味をじっくり楽しめます。

芝海老料理を肴に芝の地酒を

芝

	68	 腹黒屋	田町店
03-3451-3866　 芝5-34-7�田町センタービルピアタB1
11：30〜14：30／17：00〜23：00　 土曜、日曜、祝日
ランチにて、ご飯少なめか大盛が選べます。

� http：//www.diamond-dining.com/

	69	 立呑処	やまとや
03-3451-3550　 芝5-34-7�田町センタービルピアタ1F
15：00〜23：30／土15：00〜21：30／日・祝日14：00〜20：30　
年末年始
全メニューを小さめのサイズでご提供。さらに少量にする、苦手食材を抜くこ

とも可能です。

32ページ 32ページ

三田駅直結の博多串焼き屋。木のぬくもりを感じる
店内で、定番から変わり種までバラエティー豊かな
炭火串焼きと、ぷりぷりのもつがたっぷりのもつ鍋
が堪能できます。炭火串焼きのおすすめはレバー。
新鮮なレバーをじっくり焼くことでとろとろに仕上げ
ています。たまねぎを挟んだ博多流豚バラ焼きも外
せません。変わり種では、うずら明太子やカマンベ
ールチーズの串焼きも！もつ鍋は国産牛の生もつを
使用。醤油と塩の2種類のスープから選べます。鍋
の〆はちゃんぽんが博多流。芋焼酎をお供に博多気分を満喫してみては。

夕方以降の喉を潤すのは酒がいい、そん
な飲んべえが「夜の集合時間前にちょっ
と一杯」もしくは「飲み足りない日の締
めに一杯」という気分になったら訪ねた
い居酒屋です。いつも人気で賑わってい
る印象ですが、通りすがりでも入店できる懐の広さが立ち飲み屋の魅
力。さっと飲んですぐに退店する人が多いため、酒のお供には「早い
メニュー」の項目も。注文ごとにお支払いする明朗会計で、たくさん
飲み食いしたいときには、テーブルに置かれたザルに先に千円札を数
枚入れておけば、店員さんがその都度お勘定してくれます。

炭火串焼き、もつ鍋、芋焼酎で博多気分 真の酒好きはスマートに立ち呑みで

芝 芝

	70	 日高屋	田町東口店
03-3453-7305　 芝浦3-1�なぎさテラス
11：00〜23：30（LO23：00）
年中無休
野菜たっぷりタンメンの麺少なめ、3個餃子、半ラーメン、半ライスを提供してい

ます。� https://hidakaya.hiday.co.jp/hits/ja/shop/1/detail/515.html

32ページ

リーズナブルな価格で本格中華が楽し
める人気のチェーン。田町東口店は
JR田町駅前の商業施設「なぎさテラ
ス」の一角にあり、連日多くの人で賑
わっています。メニューは定番の中華
そば、シャキシャキの炒め野菜がのっ
た野菜たっぷりタンメンなどの麺類をはじめ、野菜炒め定食やW餃
子定食といった定食など多彩な品揃え。テーブル席とカウンター席を
用意し、おひとり様からファミリー、グループなど幅広く利用するこ
とができます。

田町駅で中華が恋しくなったらここ！

芝
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	74	 味の中華	綿徳
03-3451-0898　 芝2-8-12
11：00〜14：00／17：00〜22：00　 月曜、土曜、日曜、祝日
キャベツの芯は、ギョウザなどに入れてメニューに生かしています。

	73	 KAZUSAYA
03-3451-4275　 芝2-10-6
11：00〜15：00／17：00〜22：30　 土曜、日曜
苦手食材を代替できます。

32ページ

32ページ

なじみ深い中華メニューと肩肘張らな
い大衆的な雰囲気で、近隣のビジネス
マンやOLなどに大人気の店です。お
昼どきには、熱々の麺やご飯に惜しみ
なく盛られた、具材たっぷりの中華ラ
ンチを求めて行列ができるほど。人気
の麻婆豆腐もボリュームたっぷり。しかも昼と夜で味付けが異なるの
で、食べ比べてみるのもおすすめです。そのほかに、かた焼きそば、
広東麺、ラーメン、餃子、焼売などが定番メニュー。全体的にあっさ
りとした味付けなのでどこかなつかしい気分を味わうことができます。

トンカツ、メンチカツ、ポテトコロッ
ケなど、揚げ物メニューが豊富な洋食
店。自慢のトンカツは、厳選した豚肉
を使用し、衣はサクッ、肉はジュワッ
とジューシーに揚がっています。その
おいしいトンカツも味わえる、素揚げした野菜がごろごろ入ったカツカ
レーは激辛にもできる人気メニュー（辛さは6段階）。唐辛子の辛さと
野菜の甘味と肉の旨味のバランスが絶妙です。また、洋食に合わせて
店主がセレクトしたワインもおすすめ。自家製ピクルスやオニオンスラ
イスなど、ワインのおいしさを引き立てるおつまみが揃っています。

気軽に利用できる街の中華料理屋さん

ジューシーなトンカツとワインを満喫

芝

芝

	75	 はらぺこ	DINING
03-6435-3713　 芝2-18-4�NOビル2F
11：30〜14：30（LO14：00）　 土曜、日曜、祝日
ご飯や料理の量を調整できるほか、苦手食材の代替にも対応しています。

� http：//harapeco-dining.com

32ページ

芝商店街にある和食ダイニング。“安
心”“おいしい”をモットーに、冷凍加工
品は一切使用せず、手作り料理にこだ
わっています。「お腹いっぱい食べてほ
しい」と、おかわり自由のご飯は、山口
の農家から仕入れたお米を使用。看板
メニューのチキン南蛮定食（ご飯、みそ汁、小鉢付き）は、肉の旨味に
甘酢だれとタルタルソースが合わさって、ご飯が止まらない！と評判の満
腹ランチです。当メニューは芝商店街の名物「芝辛・激辛ストリート」の
協賛メニューで、激辛にもできます。激辛好きの方は挑戦してみては？

手作り料理とおいしいご飯が自慢です

芝

	72	 ざるそば屋
03-5418-6773　 芝2-10-8
11：00〜15：00　 日曜、祝日
麺は少量にも対応しています。

32ページ

芝公園駅から徒歩4分ほどの場所にあ
るデカ盛りで知られる店。ざるそば
一人前で麺量は約500g、プラス100
円の大盛りにすると1kgほどになりま
す。毎朝、石臼で挽いた蕎麦粉を手打
ちしており、オーダーが入るたびに茹
でたてを提供。出汁のきいたつゆは7〜8種類から好みの味を選ぶこ
とができます。揚げたての天ぷらを添えれば、多めの蕎麦もあっとい
う間に平らげてしまうことでしょう。営業は11時から15時まで。ラ
ンチにがっつりと腹を満たしたいときにおすすめです。

山盛り蕎麦で大満足のランチタイム

芝

Coupon
天ぷら1枚
サービス
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	77	 新天地
03-6453-7168　 芝2-12-14�西川ビル1F
11：00〜15：00／17：00〜23：00（LO）　 年末年始
食べ残しを減らすためのご案内をしています。

	79	 CABOT	CAFÉ
03-5439-6737　 芝2-12-13�ASITIS芝1F
11：30〜23：00／土・祝日12：00〜23：00
日曜　 人数に対して注文量が多めのときは、量の調整な

どを提案しています。
http：//www.renovationplanning.co.jp/portfolio_page/cabot-cafe

32ページ

32ページ

国産野菜にこだわり、定番から創作料理
まで豊富なメニューが揃う中華料理店。
一品一品、本場の料理人たちが腕をふる
い、盛り付けの美しさにもこだわっていま
す。中でも「海老入り麻婆豆腐」はぜひ
食べてほしい一品。山椒と唐辛子のきいた
香ばしい自家製タレが、海老や豆腐と相性抜群の本格四川麻婆豆腐です。
人気の定食メニューはランチだけでなく夜も注文でき、16種類と選ぶのに
迷ってしまうほどのラインナップです（サラダ、お漬物、杏仁豆腐付き）。
また、広い個室やカラオケルームもあるので、宴会利用もおすすめです。

2017年にリニューアルオープンした
NYスタイルのスイーツ&カフェバー。
アメリカンテイストのジャンク&フォト
ジェニックな料理を提供しています。
中でも、国産小麦「はるゆたか」と天
然酵母を使った手作りピッツァや甘さ
控えめでお酒にも合う手作りデザートがおすすめ。ドリンクにもこだわ
り、クラフトビールやワイン、サングリアなどの自家製ドリンク、サイ
ダーなどを楽しめます。料金もリーズナブルで、ランチはもちろん、飲
み会や歓送迎会にぜひご利用ください。店内貸切もOKです。

本場の味わいと彩りが楽しめる創作中華

スタイリッシュな空間でゆったりと

芝

芝

	76	 中国菜館	龍祥軒
03-3453-7565　 芝2-16-3�芝MNビル1,2F
11：00〜15：00／17：00〜23：00　 不定休
食べ残しの削減に向けた啓発活動を行っています。

32ページ

ファミリーにも会社員にも支持される中華料理店。
本場の味を日本人好みにアレンジしています。4名
以上の利用なら、宴会コースの「150分食べ飲み放
題」がおすすめ（おひとり税込3,800円）。食べ放
題メニューはなんと80種類！　前菜から点心、揚
げ物、海鮮料理、肉料理、ラーメンや炒飯、デザ
ートまで選び放題です。中でも人気なのは自家製餃
子、ナスと豚肉炒め、豆苗とにんにくの強火炒め、
台湾ラーメンなど。飲み放題メニューにはビールやサワー、果実酒のほ
か、中華と相性抜群のかめだし紹興酒もあり、大変お得なコースです。

餃子も紹興酒も！食べ飲み放題がお得

芝

	78	 プチ・メゾン
03-5484-2248　 芝2-26-6�芝公園アパートメント1F
10：00〜18：00
土曜、日曜、祝日
少量ずつ調理をして、食材のロスを抑えています。

32ページ

いつも地元の人たちで賑わう芝商店街
の中ほどにある、マンション1階のお
しゃれなカフェ。やわらかな日差しが
注ぐ店内に加え、店の前にはペット同
伴で利用できるあたたかなテラス席も
置かれています。11時半から14時半
までのライチタイムには、チキンのバケットサンドや野菜たっぷりキ
ーマカレー、ピタサンドの3種を用意。自家製のキッシュやケーキな
どもファンが多く、平日の昼下がりにはお気に入りのドリンクと一緒
に楽しむ人がたくさんいます。

自家製キッシュやケーキのおいしいカフェ

芝

Coupon
コールスローサラダ
1皿サービス

夜のみ、1グループ
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	81	 喫茶たんぽぽ
03-5439-8063　 芝1-8-23�港区立障害保健福祉センター1F
9：30〜16：00　 土曜、日曜、祝日
カレーライスや定食のご飯の量を調整できます。注文時には適量メニューの案

内をしています。

32ページ

NPO法人「みなと障がい者福祉事業団」が運営
を手がける喫茶&食事スペース。障がい者がホ
ールで飲食物を運んだり、厨房で食器を洗った
りする仕事を通して社会参加を促しています。
おすすめは600円で提供される日替わり定食。
栄養バランスやカロリーがきちんと考えられた
ヘルシーな献立を毎日楽しめます。ほかにも、
カレーライスやエビピラフ、五目チャーハンな
どの食事メニューから、ケーキ、ドリンクなど
のカフェメニューも充実。気軽に過ごせるカフェとしても利用できます。

ヘルシーな献立の日替わりランチ

芝

	82	 浜松屋食堂
03-3451-4284　 芝2-29-14
11：30〜14：00／17：00〜20：30／土11：30〜14：00
土曜、日曜、祝日
主食の量は、大・中・小から選べます。食べ残しの削減に向けた啓発活動を行っ

ています。

32ページ

どこか懐かしい昭和の雰囲気が漂う庶民
的な「浜松屋食堂」。入店してすぐ、カ
ウンターで自分が選択したメニューを告
げて会計をするシステムです。初めて行
くなら入口のお品書きをよく見て熟考す
るのがおすすめ。今日の昼は軽めに「ひ
じきの煮物」と「奴とうふ」、それから汁物をランクアップして「とん
汁」にしようかな...。などと迷う時間がないときには「目玉焼カレー」
をオーダーするのも一案です。半熟の黄味がトロリと流れる目玉焼きが
2つものったカレーは、ほっこりと安心できるなじみ深い味がします。

惣菜の組み合わせで自分流の定食を

芝

	83	 三田いきいきプラザ	まーぶるカフェ
03-3452-9421　 芝4-1-17
10：00〜16：00（LO15：30）　 日曜、祝日、年末年始
ご飯を小盛にできます。� https：//shiba-ikiiki.com

32ページ

シニア向け健康・集会施設「三田いきいき
プラザ」の2階にあるカフェスペース。地
域交流や友人とのおしゃべりなど、アット
ホームな雰囲気のなかで思い思いの時間を
過ごせると評判です。こちらのカフェがユ
ニークな点は管理士、管理栄養士が運営し
ていること。そのため、栄養バランスの考
えられた週替わりのランチメニューやスイ
ーツなどが用意されています。ひとりでも
寛げる空間で、気軽に飲食を楽しめます。

お手頃カフェメニューでほっとひといき

芝

	80	 金楽や
03-6809-4985　 芝2-16-5�芝パークスクエア1F
11：30〜14：30／17：00〜23：30　 無休
ご飯の量を調整できます。

32ページ

コストパフォーマンスが高いと人気の和
食居酒屋。特筆すべきは、おかわり自由
のメニューの多さ。鶏の唐揚げが580円
（税抜）、枝豆は320円（税抜）のほか、
お漬物盛り合わせや味噌キャベツ、キ
ムチ、たこわさ、いかの塩辛なども、3
回までおかわりできます。中でも鶏の唐揚げは絶品。食べ放題といえど
作り置きをしないのでアツアツ、ジューシーの揚げたてが味わえます。
ランチタイムでも唐揚げ定食（みそ汁、小鉢、冷奴、お新香付き）を目
当てに来店する方も多いほど、リピーター率の高い名物唐揚げです。

おかわり自由！心ゆくまで唐揚げ三昧

芝
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芝・芝浦芝・芝浦

	84	 中国料理　四川亭
03-3453-4229　 芝4-5-15クレール芝101
11：30〜14：00／17：30〜22：00　 土曜、日曜、祝日
ご飯や料理の量を調整できます。小皿料理のメニューもあります。

32ページ

ホテルの中華レストランで料理長を務めた店
主が昭和57年にオープンした中華料理店。
全席カウンター席の、ひとりでも気軽に立ち
寄れる雰囲気のなかで、本格中華を楽しめ
ます。自家製みそで仕立てた回鍋肉（豚肉
とキャベツの味噌炒め）は創業以来変わらぬ味。ひき肉が盛りだくさ
んの麻婆豆腐は、辛さ控えめで子どもにも食べやすく、幅広い世代に
人気のメニューです。どちらもごはんに合う一品で、かけごはんにも
できます。本格四川料理の味を楽しみたい人には担々麺がおすすめ。
夜の時間帯は、酒のおつまみにぴったりの小皿料理が豊富です。

カウンターで気軽に楽しめる本格中華

芝

	85	 天ぷら小料理　久
03-3451-4196　 芝4-9-8
11：30〜13：30／17：00〜22：00　　
土曜、日曜、祝日
ランチタイムのみ、ご飯の量を半分にすると20円引きになります。

32ページ

“揚げたて”にこだわる天ぷら料理店。
注文を受けてから揚げ始めるので、ア
ツアツ、サクサクの天ぷらが楽しめま
す。昼は定番の天丼のほか、天丼の天
ぷらとご飯を別にして、天ぷらにタレ
をたっぷりとかけた「あたま定食」が
人気。大根おろしが添えられているので、さっぱりと食べられます。
また、ご飯に千切りキャベツを敷き、特製ソースをかけてソースカツ
丼風に仕上げた「のっけ丼」はこってり味好きにおすすめ。夜は、天
ぷら以外にも、お刺身や海鮮ユッケなど一品料理が充実しています。

食べ比べしたいオリジナル天丼ランチ

芝

	86	 キクヤレストラン
03-3451-1336　 芝浦1-4-13
11：30〜14：30（LO14：15）／17：30〜22：00（LO21：00）／
土11：30〜14：30（LO14：45）※ご飯がなくなり次第閉店　 日曜、祝日
ハーフメニューの注文ができるほか、苦手食材の代替や単品注文も可能。ライ

スを少なめにするかわりに野菜を多めにもできます。

32ページ

1946年から芝浦で営業している老舗の
洋食店。オムライス、クリームコロッ
ケ、ハンバーグ、ナポリタン、カツカ
レーなどメニューが豊富で、お昼時に
はサラリーマンやOLで賑わいます。中
でもオムライスにクリームコロッケが1
つ付いてくるオムコロは1980年から不動の人気メニュー。オムライ
スは昔ながらの懐かしい見た目と味で、コロッケは外はさくさく、中
はとろ〜り。店は10年ほど前に改築されましたが、どこかレトロな
雰囲気が残り、ゆったり食事を楽しむことができます。

昔懐かしい“オムコロ”を味わう

芝浦

	87	 梅家
03-3451-9120　 芝浦1-7-1
11：30〜13：30／18：00〜21：00（LO20：00）
土曜、日曜、祝日
ご飯や料理の量を調整できます。

32ページ

戦後まもなく創業したうなぎ割烹。建物は戦
前から変わらないとあって、趣のある店構え
です。扱うのは開店以来、国産のうなぎのみ
で、香ばしく焼き上げられたうなぎと、ご飯
にしっかりとしみ込ませたタレは甘さと辛さ
のバランスが絶妙。肝吸いは鰹だしにこだわ
った優しい味です。半身のうな重「松」（お吸
い物、お新香付き）は昼限定、「竹」は一匹、
「梅」は一匹半（ともに肝吸い、お新香付き）
のうなぎを味わえます。昼のみの天丼もおすすめです。

国産うなぎ一筋の老舗うなぎ割烹

芝浦
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	89	 デニーズ	品川港南店
03-5463-1858　 港南2-5-3�オリックス品川ビル1F
5：00〜翌4：00（変更になる場合があります。詳しくはHPをご確認ください）
年中無休
ライスの小盛り提供をしています。廃油および食品残渣のリサイクルを実施し

ています。� https://shop.dennys.jp/map/21851

33ページ

東京都内をはじめ、北関東、東海など
に展開するファミリーレストランチ
ェーン。品川港南店はJR、京急品川
駅の港南口から歩いて7分ほどのビル
の1階、セブンイレブンのすぐ隣にあ
り、平日のランチタイムは近隣で働く
人たちでにぎわっています。和洋取り揃えたグランドメニューのほ
か、季節限定のフェアメニュー、デザートをラインナップ。「おうち
でデニーズの味を」をコンセプトにしたテイクアウトメニューも充実
しています。

人気ファミレスの味を品川駅港南口で

港南
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	88	 カフェ	フルール
03-5232-4514　 芝浦1-16-1�みなとパーク芝浦1F
10：45〜17：00　　
土曜、日曜、祝日、年末年始及び不定休あり
注文を受ける際に、お客さまの要望に応じてご飯やパスタの量を調整していま

す。ポスター等を店内に掲示します。

32ページ

公共施設やスポーツ施設が入った複合施設「み
なとパーク芝浦」の1階にあるカフェ&ランチの
お店。11時半から13時半まで700円でランチ
が楽しめます。パスタ、カレー、ピラフ、丼な
どメニューも豊富で、ランチにはサラダ、スー
プ、ドリンクのほか、デザートも付きます。1
杯ずつ入れてくれるコーヒーや紅茶、おいしい
ケーキ、ソフトクリームなどもあり、のんびり
とくつろげます。西麻布作業所によって運営さ
れており、スタッフの一生懸命な姿に、心癒やされることでしょう。

アットホームな店内で心癒やされて

芝浦
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	91	 港南いきいきプラザ	ゆとりーむ	喫茶室
03-3450-9915　 港南4-2-1
11：30〜16：30　 土曜、日曜
ご飯の量を調整できます。また注文の際に適量メニューを案内しています。

� http://yutori-mu.com

33ページ

区民の健康づくりのための施設「ゆと
りーむ」の中にある喫茶室。日替わり
ランチが450円で味わえるほか、隣接
するラウンジで季節に応じたさまざま
なイベントが開催されるなどお楽しみ
がいっぱいです。（喫茶室は施設利用
者のみ利用可。利用者登録をすれば、トレーニングルームやアクアル
ームを1回720円で利用できます）

健康づくりといっしょにおいしいランチを

港南
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	90	 アウトバックステーキハウス品川港南店
03-6718-2761　 港南2-16-2�品川グランドコモンズ内�太陽生命品

川ビル3F　 11：30〜14：30（LO14：00）※月・水17：00〜21：00（LO20：
30）／水〜日・祝日17：00〜22：00（LO21：30）
年末年始及び不定休（12月31日と1月1日は休業）
お食事で食べきれなかったお料理をお持ち帰りいただくことが出来ます。またサーバー

も食べきれる量のご提案をしています。�https://www.outbacksteakhouse.co.jp/

33ページ

1988年、アメリカのフロリダ州・タ
ンパで誕生。世界中で愛されているカ
ジュアルダイニング。店で一枚ずつ丁
寧にハンドカットすることでジューシ
ーさが失われないステーキが自慢で
す。最大級のタマネギを使用したオニ
オンフライ『ブルーミン・オニオン』も名物料理。自家製のピリ辛マ
ヨソースでどうぞ。品川駅港南口から直結。メインダイニングには大
型テレビが6台あり、スポーツ観戦やパーティにもお勧めです。

本場・アメリカのステーキを豪快に

港南



ごちそうさまでした！ 港 区 平 和 都 市 宣 言

かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わる

ことはありません。私たちも真の平和を望みながら、

文化や伝統を守り、生きがいに満ちたまちづくりに

努めています。このふれあいのある郷土、美しい大

地をこれから生まれ育つこどもたちに伝えることは

私たちの務めです。私たちは、我が国が『非核三原則』

を堅持することを求めるとともに、ここに広く核兵

器の廃絶を訴え、心から平和の願いをこめて港区が

平和都市であることを宣言します。

　昭和60年8月 15日

港　　区　　

港区のマークは、昭和24年7月30日に制定されました。旧

芝・麻布・赤坂の三区を一丸とし、その象徴として港区の

頭文字である「み」を力強く、図案化したものです。

【区の木】ハナミズキ 【区の花】アジサイ 【区の花】バラ
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エコル

もったいない！


