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新宿・代々木・北参道・赤坂・幡ヶ谷・初台エリアの
この冬イチオシのグルメ店
取材……Yamanote Style 編集室

港区 赤坂エリア

西麻布の人気タイ料理店が
赤坂でオープン

利益度外視で出す絶品ラムチョップと
人気のレッチリチキン

冬

グ ル メ

新宿・代々木・北参道エリアは
4Pに掲載されております。

ニタベ食堂
赤坂店

西麻布で芸能関係者の利用者も多い、人気タ
イ料理店
「オリエンタルカフェ西麻布」
。その赤坂
店が店名も新たに赤坂で2017年4月にオープン。
Hanako
（マガジンハウス出版）
の他、多数の雑
誌に掲載される人気店。日本国内にあるタイ料理
店の多くが日本人以外のシェフであるが、ニタベ
食堂は日本人の店主が現地の調味料を使って日
本人の好みに合うように作っている。
お店へ入るとカウンター・テーブル席の他にロフ
焼肉いわい
ブランド牛
『いわて和牛』
の焼肉店
トがあり、オシャレで落ち着いた雰囲気。お店の看
板メニューはガパオライス、海老とアボカドの生春
１７年４月に赤坂でオープンした焼肉店。赤坂駅を降りてすぐの場所
巻、蓮の茎のサラダ、グリーンカレー。各料理に合
にあり、赤坂見附駅からも徒歩５分とアクセス良好。焼肉いわいが扱う
うビールとして提供するのはもちろんアジアンビー
は、全国肉用牛枝肉共励会で全国最多１１回の日本一に輝
ル。ワインやカクテルも揃えており、お酒の種類も 「いわて牛」
く岩手のブランド牛で、その身は柔らかく、肉の旨味と甘さのバランス
豊富。味はもちろん、見た目の綺麗さが特徴的。雰
が絶妙。写真を見るだけでもそのきめ細やかな霜降りが見てとれる。
囲気が良くお洒落でキレイなお店で、料理も女性
最も人気があるのは
「はやぶさコース
（¥5,500）
」
で、厚切りタン、上カ
受けが良く、女子会に利用されることが多いそう。
ルビ、上ロースの他、キムチ盛り合せやチョレギサラダ、石焼ビビンバな
港区赤坂2-13-6 巴屋ビル2F
どが味わえる。その他、初めての方向けの
「みちのくコース
（¥4,000）
」
昼11：30〜１４
：
３０ 夜１８
：
００〜２３
：
００
や少し贅沢をしたい方向けの
「特撰いわいコース
（¥8,500）
」
がある。ラ
土曜・日曜・祝日
03-6450-5007
ンチもローストビーフ丼やカルビ定食など充実しているため、新忘年会
や歓送迎会の下見に一度行ってみて
は如何だろうか。

ラム＆チョップ
スパイスモンスター

世田谷でメディアに多数取り上げられる有名店の系列店が、昨年末赤坂に
オープン。店内はお洒落で落ち着いた雰囲気で、最大20名程度と小型である
が1〜4名でゆっくり会話をしながらお酒を飲むにはぴったりのお店。実際、見
渡すと2名または4名で来店されている女性を多く見かける。ラムチョップの他、
Ａ５ランクの赤身を使ったお肉が人気で、中でもレッチリチキン
（6ピース、880
円）
は某テレビ番組の取材で声を掛けられるほど。アルコールも豊富だが、イ
ンスタ映え する一風変わったレモンサワーも女性人気の一因。20名以上で
貸切でき、それほどの大人数でなくても貸切利用できるのも嬉しい。
現在、
「少しでも多くの方に愉しんで欲しい」
との想いで、お店では利益度外
視 で お 通しとし て 看 板 メニューで あ るラム チョップ を 提 供し てい る
（2017/11/27時点）
。さらに、読者の皆様へ特別に
「○○○」
をご用意いただ
いた。是非一度試してみて欲しい。

港区赤坂2-14-28 鳳月堂ビル B1F
昼11：30〜15：00
（L.O.14：00）
夜17：00〜24：00
（L.O.23：00）
日曜日
03-6435-5056
焼肉いわい

港区赤坂3-18-9 磯谷ビル1F
日曜・祝日
03-6426-5681
昼 月〜金11：30〜14：30
（L.O.14：00）
夜 月〜金17：00〜23：30
（L.O.23：00） 土16：00〜23:00
（L.O.22：30）

渋谷区 幡ヶ谷・初台エリア
寿司・カフェのコラボ
カフェはあの有名な銀座カフェ・パウリスタ

Ajiyoshi Cafe

全国でも珍しい、寿司とカフェが融合したお店。
「宅配すし 味よし」
が併設
されており、新鮮な魚介を使った海鮮丼をメインに、にぎりも提供している。
某サイトに
「800円でこのクオリティは驚異的」
と紹介されている通り、大ト
ロ・中トロ・赤身が一度に味わえる
「極上マグロ丼」
をはじめ、様々な海鮮丼
が800円前後で楽しめるのが魅力
（極上マグロ丼は1日5食限定）
。また、海
鮮だけでなく某有名ホテル料理長直伝のレシピで作られた本格的なカ
レーも店長一押しメニュー。コーヒーはあの有名な銀座カフェ・パウリスタの
コーヒーで、苦みが少なくすっきりとした酸味が特徴的で、5回頼むと1ヶ月
間無料になるコーヒーセットのサービスも実施中とのこと。大盛もサービスと
なっていて、
「来店された方に800円での提供を心配されることもあります」
と笑って話す店長の話の通り、コストパフォーマンスの高さを感じるお店。
渋谷区本町2-2-9 後藤ビル1F
昼11：00〜16：00 夜18：00〜21：00
（要予約）
年中無休
（年末年始を除く） 03-3377-3888

元魚屋の
魚介が美味しいと評判の居酒屋

魚平

元々昼は魚屋・夜は居酒屋と、昼夜で２つの顔を持って
いたお店が、今は夜の居酒屋のみを営業している。元魚屋
のため、特に魚貝が美味しいと地元に人気の知る人ぞ知る
名店。インターネット上で少し見てみるだけでも、コストパ
フォーマンスの高さを称賛する声が数多く見られ、
ＴＢＳの某
番組でも度々紹介されている。実際に刺身の盛り合せを頼
んでみた。一つ一つ身が大きく新鮮で美味しい。
「魚屋が出
す魚が美味しくなければ夜の飲食店に来店いただくことは
できません。だからこそ、提供する魚貝にはこだわり、毎日
築地から美味しいものだけを仕入れてきました。
」
と話す店
主。人気店で平日でも満席になることが多いため、初めて
行く際には事前に問合せをしておくことをお勧めする。
渋谷区本町2-40-2
03-3377-0571

18：00〜23：00

日曜

「Yamanote Style」
はASA代々木/ASA赤坂青山/ASA渋谷本町が発行する代々木、千駄ヶ谷、神宮前、青山、赤坂、原宿、代々木上原、本町、幡ヶ谷、笹塚エリアの地域密着型フリーペーパー
です。これらの地域の新しいお店・おいしいお店・オシャレなお店や昔からこの地域を拠点とされている歴史ある店舗や企業を紹介していきます。新聞販売店ならではの機動力と地域に
密着した取材力を活かし、どこよりも詳しく地域の最新情報を配信！ ぜひ、地域の皆様の日々の暮らしにお役立てください。
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本紙掲載の店舗情報一覧は右のQRコード
もしくはURLからご確認頂けます。

▼URLはこちら！

季刊 無料

※本誌記載の記事、写真、イラストなどの無断使用を禁じます。

※スマホ、
ケータイ専用ページです。

http://www.asayoyogi.com/list

※
「ページが見つからない」
「
、アクセスできない」場合は、
QRコードまたはURLより直接アクセスをして下さい。

ボリューム満点の肉料理を味わえる
ハワイアン料理専門店

POPOPEKU

商店街の本通りを曲がったところにある、東京では数少ないハワ
イアン料理が愉しめるお店。店内は間接照明で照らされ、シックで
お洒落な空間が広がる。こちらのお店はHanako
（マガジンハウス
出版）
のハワイ特集にも取り上げられるほど人気で、湘南ベルマー
レの
「サポーターが選ぶフードパークアワード」
にも2年連続グランプ
リを受賞している。お店の看板メニューは 肉料理 で、特に好評な
のが
「炭火ハワイアングリルチキン」
。味はもちろん、そのボリューム
にも驚かされる。その他にも、複数人でシェアできる
「肉盛りプレー
ト」
や、一人でも楽しめるピザ・パスタ・ライスボール等がメニューに
並び、ほぼ全てが自家製。お酒もハワイのビールやセレクトされた
ワイン、
トロピカルカクテルなど充実している。
「とにかく肉を食べた
い」
そんな方におすすめのお店。
渋谷区本町2-43-4 ヴァーチェストーンハウス1A
昼11：30〜14：30
（L.O.） 夜18：00〜23：00
（L.O.）
日曜・祝日
03-6300-0129

Yamanote Style 2017 Winter

coupon card
有効期限：２０１8年3月24日まで

●Yamanote Styleに掲載されているクーポン特典付の全店舗に
ご利用できる共通クーポンカードです。
●各店指定のクーポン特典をご利用の際は、
このカードもしくは本紙を店舗
スタッフにご提示いただくか、ヤマノテスタイルを見たとお伝えください。
●各店舗広告内のクーポンQRコードから、Webクーポンをご利用頂く事も可能です。
●一部店舗有効期限が異なる場合がございます。

