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羽田バル2

asian dining
Hot pot3

10 炭火伊酒場
とりっとりあ

6 大衆ガストロミー
プチ・プラット

7 Cafe Slik

5 Pizzeria B

8 Café  SALUTE

梅屋敷
梅林本店1

9 創作和食 零

蒲田駅 東口

大田区役所

日本工学院専門学校

蒲田小学校

東急多摩川線

環八通り

東急池上線

大田区民ホール
アプリコ

西口

4 Turkish Restaurant ＆ Bar

1
梅屋敷
梅林本店
大田区蒲田2-26-3
☎03-6715-8977

2
羽田バル

大田区西蒲田7-41-8 2F
☎03-6424-7716

3
asian dining
Hot pot
大田区山王1-42-13
☎03-6451-8444

4
Yıldız Turkish
Restaurant ＆ Bar
大田区蒲田5-18-3
No.1太陽ビル2F
☎03-6424-9797

5
Pizzeria B

大田区蒲田5-41-5 1F
☎03-6428-6557

6
大衆ガストロノミー
プチ・プラット
大田区蒲田5-12-1
☎03-6715-8815

7
Cafe Slik
大田区蒲田1-24-12
ヒュッゲカンダハイム1F
☎03-3736-1868

8
Café SALUTE
大田区西蒲田4-22-1
牧田総合病院 
蒲田分院内1F
☎03-5748-5131

9
創作和食 零
大田区仲六郷2-12-7
ゲストハウス代田102
☎03-6424-8949

10
炭火伊酒場
とりっとりあ
大田区大森中2-3-14
☎03-5763-5265

詳しい情報はこちらから

http://www.pio-ota.jp/ichioshi

　大田区では、区内で栄養バランスが整い、
野菜たっぷりなメニューを提供してくださる
お店を登録しています。
　過去に「OTA! いちおしグルメ」の表彰
店舗として選ばれたお店も掲載されています
ので、こちらもご覧ください。
　協力店をご覧になるには、大田区ホーム
ページから、「健康メニュー」で検索して
ください。

　8年目を迎えた「OTA!いちおしグルメ」。
これまでにも多くのお店が受賞しており、
2016年以前の受賞店舗は、オフィシャル
WEBサイトに掲載されています。
　寿司、焼肉、とんかつ、うなぎ、餃子、
カレー、フレンチ、蕎麦、居酒屋、ケーキ、
カフェなど、多岐に渡って紹介しています。
これを見ればきっとあなたの食べたいもの
が見つかるはず。好みのお店をぜひ探して
みてください。

おおた健康メニュー
QRコード

いちおしグルメ
QRコード

オフィシャルWEBサイトで
過去の受賞店舗をチェック！

「おおた健康メニュー協力店」の
ご案内

2017 Selection

料理や雰囲気、サービスが優れたお店や
こだわりを持ったお店が揃いました！

こだわり部門総合部門



　皆様はどのような時に外で食事を
しますか？友人との語らいの場、家族
の記念日、自分へのご褒美 etc…
　8年目になる本年も様々なシーンに
合う10店を表彰するに至りました。
　受賞店舗は味はもちろんのこと、
素材にこだわるお店、店主や従業員の
心遣いを感じるお店など、魅力ある
10店となっています。
　このリーフレットを手に巡ってい
ただき、「誰かに教えたくなる大田区
の魅力」を感じていただけたら幸い
です。

アイコンの見方

大田区飲食店表彰事業審査会 審査委員長

車椅子対応 カード払い 貸切

全面禁煙 分煙

WiFi

電源使用可

ベジタリアン 外国語対応ノンポーク

段差が少ない、出
入り口がスロー
プになっている
など。

クレジットカード
でのお支払いが可
能。対応していな
いカードもあり。

店内が時間帯や
区画によって、禁
煙と喫煙に分け
られている。

店内がWiFiに対
応している。

店内がすべて禁
煙。

肉・魚・乳 製 品 や
根菜を使用しな
い料理に対応し
ている。

豚を使用しない料
理に対応してい
る。

タブレットやスマー
トフォンなどの充
電が可能。充電器の
貸し出しは無し。

外国語で会話で
きるスタッフが
いる

事前に店舗に連
絡すれば貸切が
可能。

座席数
営業時間
住所
電話
予算の目安
アクセス

定休日

（L） ランチ （D） ディナー

★写真はいちおしメニューです。季節等により変更する場合があ
りますので詳しくは直接お店にお問い合わせください。

※施設情報は2017年10月時点での各店舗の申し出によるもので
あり、詳しい対応状況につきましては、各店舗へお問い合わせく
ださい。
※価格は税込みです。

色はこだわり部門表彰店色は総合部門表彰店

表彰店のご紹介

主催　大田区／公益財団法人 大田区産業振興協会
後援　大田区商店街連合会／東京商工会議所大田支部

一般社団法人 大田観光協会
協力　学校法人 誠心学園／株式会社 枻出版社
お問い合わせ　大田区産業振興協会 商い・サービス産業担当

TEL.03-3733-6401

2017.10（10,000部）

　「OTA！いちおしグルメ」（事業名：大田
区飲食店表彰事業）は、地域で頑張る飲食店
舗を表彰する事業です。
　平成28年度からは、「総合部門」と合わせて、
個性を重視する「こだわり部門」が加わり、
より充実した選定となりました。平成29年
度は「総合部門」3店舗、「こだわり部門」が
7店舗、合計で10店舗が選ばれました。

「OTA！いちおしグルメ」について

選考のポイント

選考の流れ

● 有識者による実地調査
● 衛生面をチェックする衛生調査

● 調査の正当性をチェック
● 表彰店選出のための審議

● 表彰店舗の決定

総合部門
味

味

雰囲気

独創的

独創的

清潔

清潔 雰囲気

サービス

サービス

コスト
パフォーマンス

コスト
パフォーマンス

入店
アプローチ

入店
アプローチ

訪問調査

審査会

決 定

こだわり部門
梅屋敷駅

第一京浜
★

50席　　月曜日
17:00～24:00 ラストオーダー23:00
大田区蒲田2-26-3
03-6715-8977
3,500円
京急「梅屋敷」駅徒歩1分                 

地域に根差したお店作りがモットーの居酒屋。角煮、唐揚げな
どの定番メニューから、鹿肉のタタキもおすすめ。

ホッとできる、街の居酒屋

6時間煮込んだ「角煮」はお酒の肴に
も、お食事にもピッタリ。

梅屋敷 梅屋敷 梅林本店
うめやしき    ばいりんほんてん

角煮 756円

蒲　田 羽田バル

大田区で唯一のクラフトビール工場「羽田ブルワリー」直営店。
地元産のビールと熱々のピザの相性は抜群。

大田区のクラフトビールを味わう

店内はレイアウト自在なスペースで大
人数にも対応可。

クラフトビール 680円～
自家製ピザ 980円～

40席　　なし
11:30～15:00（L）ラストオーダー14:00
17:30～23:00（D）ラストオーダー22:00
大田区西蒲田7-41-8 2F
03-6424-7716
700円（L） 3,500円～ 4,000円（D）
JR・東急「蒲田」駅西口徒歩4分                 

蒲田駅

★
西口

メガネストア

大　森

「街の人に愛されるお店」がコンセプト。華やかで温かい雰囲
気で食すカレーは地元ファミリーに大人気。

地元に寄り添うインド料理店

店内はランプシェードや壁面がお花
で彩られ、とても華やかな空間です。

プレーンナン 300円
チキンほうれん草カレー 880円

野菜マンツリアン 680円
タンドリーチキン1P 250円

asian dining Hot pot
ホ ッ ト  ポ ッ ト

30席　　なし
11:00～16:00（L）
16:00～23:00（D）
大田区山王1-42-13
03-6451-8444
800円（L） 1,100円（D）
JR「大森」駅西口徒歩12分                 

大森駅

★

西口

山王口交差点
ジャーマン通り

蒲田駅
★東口

インバウンドからOLまで、幅広い層に
受け入れられています。

蒲　田

世界三大料理の1つ、トルコ料理を堪能。オスマントルコ時代か
らの伝統的なランプがお店の中を彩ります

元大使館シェフの本格トルコ料理
ユルディズ・ケバブ 1,800円

25席　　なし
11:00～15:00（L）ラストオーダー14:30
（ランチは水・木・土・日曜日営業）
17:00～23:30（D）ラストオーダー22:30
大田区蒲田5-18-3 No.1太陽ビル2F
03-6424-9797
1,000円（L）  3,000円（D）
JR「蒲田」駅東口徒歩3分                 

Yıldız Turkish Restaurant & Bar
ユルディズ トルコ　 バー　レストラン

アジアン ダイニング

★

蒲田駅 東口

大田区役所

大田区民ホール
アプリコ

蒲　田

本格薪釜の周りのおしゃれな赤いタイ
ルは店主自ら1枚1枚貼りました。

本場イタリアのレシピに忠実に食材もイタリア産にこだわった
逸品。熱 ト々ロトロを召し上がれ。

Regina（レジーナ） 1,728円

25席　　月曜日
11:30～15:00（L）ラストオーダー14:00
17:30～23:00（D）ラストオーダー22:00
大田区蒲田5-41-5 1F
03-6428-6557
1,000円（L） 3,000円（D）
JR「蒲田」駅東口徒歩3分                

ビー　

Pizzeria B
ピッツェリア

蒲田初！本格薪釜ナポリピッツァ

蒲田駅 東口交番

東口

★

蒲　田 大衆ガストロノミー プチ・プラット

「フレンチをもっと身近に」という店主
の思いが込められたレストラン。

日常に溶け込むフレンチレストラン。厳選素材を生かした独創
的な料理は美しく、心も体も大満足。

芸術的なフレンチをカジュアルに
漢方和牛のポワレ トリュフソース 3,456円

36席　　月曜日
17:00 ～23:30 ラストオーダー22:30
大田区蒲田5-12-1
03-6715-8815
3,500円
JR「蒲田」駅東口徒歩2分                

蒲田駅

★

呑川

東口

蒲田小学校

13席　　月曜日、火曜日
11:00 ～18:00 ラストオーダー17:30
大田区蒲田1-24-12
ヒュッゲカンダハイム1F
03-3736-1868
1,000円
JR「蒲田」駅東口徒歩7分                 

しっとりふわふわの食感でシフォンケーキが大好きになるお
店。無添加で体にも優しいケーキは紅茶にピッタリ。

住宅街のシフォンケーキ専門店

デザイナーズマンションの1階にある、
北欧テイストのおしゃれなお店。

蒲　田 Cafe Slik
カフェ     スリック

紅茶 378円～
シフォンケーキ 486円～

牧田総合病院が開設した健康レストラン。見た目華やかで健
康と美容に良いランチプレートが人気。

ヘルシーフレンチで美しく健康に

料理は500キロカロリー台、炭水化物
比率50％以下、塩分2g以下と徹底。

蒲　田

★

蒲田駅

呑川
幼稚園

ヘアーサロン

40席　　日曜日、祝日、年末年始
10:00～14:00（L）ラストオーダー13:30
10:00～16:00（カフェ利用）
大田区西蒲田4-22-1
牧田総合病院 蒲田分院内1F
03-5748-5131
1,500円
JR・東急「蒲田」駅西口徒歩11分                 

ランチプレート 1,500円

Café SALUTE
カフェ サルーテ

西口

雑色駅

第一京浜

★

auショップ

児童公園

雑　色

素材の価値を高めた料理と盛り付けの
うまさが魅力。

懐石料理店で修業を積んだご主人が営む創作和食店。ボ
リュームのある鯛めしは、濃厚な出汁が絶品。

夫婦経営の温かな空間で創作和食を

蟹とクリームチーズの砧巻 961円
ブルーチーズの茶碗蒸し 648円

鯛めし 2,138円

27席　　月曜日
11:30～14:00（L）ラストオーダー13:30
（ランチは完全予約制です）
17:00～23:30（D）ラストオーダー23:00
大田区仲六郷2-12-7 ゲストハウス代田102
03-6424-8949
3,000円（L） 5,000円（D）
京急「雑色」徒歩3分

創作和食 零
そうさくわしょく　ぜろ

※15,000円以上
　カード可

梅屋敷駅

第一京浜

★

大森中

梅屋敷

気さくな店長は明るく話し上手。一人
飲みも寂しくありません。

5本盛りフォンデュセット 1,382円

“もしもイタリアに焼き鳥屋があったら”がコンセプトのイタリ
アン居酒屋。人気の串フォンデュはワインによく合う。

イタリアンと串焼きのマッチング

30席　　不定休
17:00～24:00(23:00)日～木
17:00～25:00(24:00)金・土・祝前日
大田区大森中2-3-14
03-5763-5265
3,000円
京急「梅屋敷」駅徒歩3分

炭火伊酒場 とりっとりあ
すみびいざかばたいしゅうはねだ


