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昭 和 6 3 年 卒「 昭 和 戊 辰 乃 会（しょうわぼしんのか
い）」でございます。本年のメインテーマを『５１年目
の挑戦』、サブテーマに
「総明会という財産」
として会
員の皆様の力をお借りして、盛大に総会・懇親会を開
催致したく、準備を進めさせていただいております。
より若い世 代の発 掘に「 挑 戦 」
し、
「 総 明 会という財
産」をいかに伝えて行くか議論する中で、会報本体以
外に、飲食店のみを網羅した「グルメガイド」的な冊
子を作成し、同期会を開催する時の助けになればと
考えました。
この冊子は、卒業生の貴重な情報源となり、皆様の
交流や、新たな出会いのお手伝いに少しでもお役に
立てればと存じます。
初めての試みに思わぬ失敗があるかもしれませんが、
我々の「51年目の挑戦」を温かく応援していただけれ
ば幸甚です。
よろしくお願い申し上げます。
飲食店を営む会員のリストアップには総明会本部、
理事、評議員の皆様ならびに先生方に多大なるご協
力を賜りました。本当にありがとうございました。

総明会
グルメガイド

Gourmet Guide

使い方
本書は、できるだけ多くのお店をリストアップすること
を主眼とし、細かい情報は網羅されておりません。
定休日、営業時間などは電話で確認していただきた
いと存じます。
「総明会グルメガイドを見て電話しました」
「昭和●年卒の●●です」
と是非コミュニケーション
をとって「総明会という財産」を活かしていただけれ
ば幸いです。
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日本橋 界隈
和食

昭和39年卒 三九会

日本ばし

北村 元嚝

人形町 界隈
和食

日本橋駅15秒！
掘炬燵個室22名・椅子個室28名迄
接待・歓送迎・結納を静かな個室で

畔居

（はんきょ）

関西料理

人形町

03-3271-2000

昭和39年卒 三九会

レストラン

東洋

北村 元嚝

居酒屋

銀座線東西線日本橋駅B9出口より
徒歩30秒! 最大320席！
同期会にぜひご利用ください！

やゑ八

イタリアン
トラットリア

リンシエメ

水泳部

03-3231-0610

明治12年創業

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷

塩と酢のみで仕上げたシャリ、
仕上げに自家製の煮切醤油を塗って
出すスタイルは、創業当時のまま。

03-3274-3001

ESS

住 東京都中央区日本橋 3-8-11

焼鳥

昭和60年卒 闘紺会

日本橋茅場町

鳥徳

水泳部

住 東京都中央区東日本橋 3-9-2 サンクビル 1F

野 正敏

昭和61年卒 新世輝

もっちもち自家製生パスタと
フルーティなサングリアは必食です。

03-6264-8253

住 東京都中央区日本橋 2-9-6

寿司

応援指導班

住 東京都中央区日本橋小伝馬町 3-10 上嘉ビル 2 階

リピート率90%を誇る、
歓送迎会セットあります

ラコルタ

江原 正俊

日比谷線小伝馬町駅から徒歩1分
お一人さま歓迎。ランチもやってます。

03-3662-5180

長谷川 隆洋

ヴィーノ エ イル

昭和52年卒 男子校根性組

桔梗屋

住 東京都中央区日本橋 1-2-10

昭和61年卒 新世輝

風紀委員会

住 東京都中央区日本橋人形町1-5-8

03-3271-0003

イタリアン

北浜

北迫 雄三

地下 2 階から 5 階まで大小様々な
個室をご用意しています。

03-3666-3348

住 東京都中央区日本橋 1-2-10

洋食

昭和39年卒 三九会

寿司

昭和45年卒 獅子の会

蛇の目寿司

河田 勇

夫婦二人でサービス精神と
元気さを売りにしています。

03-3661-8536

硬式野球部

住 東京都中央区東日本橋 3-10-13

鍋島 孝太郎
今なお残る、下町民家の味処。
明治の終わりから受け継ぐ
東京下町民家。

03-3661-0962

商業研究部

住 東京都中央区日本橋茅場町 2-5-6
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築地・銀座
焼鳥

昭和50年卒 明紫会

木屋

満

毎日丁寧に仕込んでいます。席数に限りが
ございますので予約してお越しください！

焼鳥 きや

03-5541-5761

ボーイスカウト部

新宿・中野

住 東京都中央区八丁堀 1-7-6

乾物

細金 治彦

昭和60年卒 闘紺会

築地

丸二商店

白口上煮干、ちりめんじゃこ、
しらす、
昆布、するめ、帆立貝柱、わかめ、
スモークサーモン、かずのこ・いくら

Bar

マリブ（Malibu)
ラウンジ・バー

硬式野球部

築地場外

バリトンボイスの海苔屋さん

焼き海苔、わさびのり、海苔佃煮
名物殻つきアーモンド、

鳩屋海苔店

居酒屋

旅籠（はたご）

生徒会本部

銀座

三保谷健介

升本

三保谷和大

ハワイアン

並木通りの大衆酒場です。銀座に
おいでの際は是非お立ち寄りください。

昭和60年卒 闘紺会

銀座和蘭豆

（ぎんざらんず）壱番館

望月 寿昭
こだわりの生豆と
焙煎とブレンドへのこだわり

03-3571-8266

住 東京都中央区銀座 7-3-13
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昭和50年卒 明紫会

ハワイアン
ダイニング バー

マハロア

硬式野球部

窪寺 弘匡

フラダンスや生バンドによるライブを
聞きながら、リゾート気分でお料理や
トロピカルカクテルなどいかがですが？

03-5345-5086

住 東京都中央区銀座 1-4-7

喫茶

軟式テニス部

住 東京都新宿区西新宿 1-23-1 かどやホテル B1F

平成14年卒

03-3563-2706

竹川 茂

新宿で一番美味しい炭火鶏焼きのお店
大小7個の個室完備。新宿駅西口徒歩3分

03-3344-3144

住 東京都中央区築地4-14-16

平成6年卒

昭和47年卒 四七四七同志酔会

炭遊酒菜

03-3541-5523

居酒屋

硬式野球部

住 新宿区歌舞伎町2-27-12 Lee２ビル B-1

鵜飼 友義

昭和61年卒 新世輝

森田 勉
現実を忘れさせてくれる不思議な
空間です。お一人様、女性グループ、
カップル、心配無用！
！

03-6273-8583

03-3541-1531

住 東京都中央区築地4-10-16

海苔

昭和48年卒 波の会

美術演劇部

住 東京都中野区新井 1-23-21 プルメリア 1F

和食

昭和50年卒 明紫会

割烹

魚きく

亀井 利一
お一人様から各種会合まで
幅広くご利用いただけます。

山岳部

03-3386-6128

住 東京都中野区沼袋3-26-12
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青山・赤坂・芝
豆菓子

太田垣 政紀

昭和51年卒 明々会

明治27年創業。
明治・大正・昭和・平成と4世代に
親しまれている伝統の味。

豆菓子・おかきの店

青山但馬屋

軟式テニス部

03-3401-2843

住 東京都港区北青山 2-7-11

Bar

昭和42年卒 M41

神田・神保町

横瀬 昭夫

赤坂

和食

スコッチのシングルモルトと
カクテル中心のお店です。

オールドタイム

蕎麦 案山子

山田 健人

03-3251-1484

住 東京都千代田区外神田3-6-8

洋食

“潔く、まっとうな蕎麦屋でありたい”
という思いで営業してます。

03-6272-4416

昭和39年卒 三九会

酒菜 なな庵

昭和20年卒 明中29（ふく）乃会

神田仏蘭西料理

聖橋亭

完全予約制の
隠れ家レストラン

山岳部

03-5209-8831

住 東京都港区芝 2-12-9 波ビル １Ｆ

居酒屋

６年連続ミシュラン１つ星
掲載されました

ESS

03-5563-9606

平成元年卒 改元会

石橋 伸介

すき焼き いし橋

住 東京都港区赤坂5-1-37 SDビル1F

そば

昭和62年卒 明猿会

七尾 孝房

住 東京都千代田区外神田 2-18-17

中華

三九会のたまり場で、
いつでも誰かに会えます。

平成6年卒

傳 泰平

新世界菜館

03-3432-5186

直輸入の上海蟹とカメ出し紹興酒
上海料理の老舗

03-3261-4957

住 東京都港区芝大門 1-4-5 アイムズ芝大門 1F

バドミントン部

住 東京都千代田区神田神保町 2-2

和食

昭和36年卒 明駿会

うなぎ

鈴木 隆夫

【神保町 × 鰻】ランキング第１位！
！
40 年継ぎ足し続けたかねいち特性タレ。

かねいち

水泳部

03-3291-9221

住 東京都千代田区神田神保町1-25
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浅草 界隈

小石川・白山・湯島・上野 界隈
天ぷら

昭和50年卒 明紫会

天しゃぶ

田中 純

そば

傳通院門前、天ぷら・しゃぶしゃぶ専門店（4代目）。
卓球部ＯＢの気さくな店です。明高ＯＢ歓迎します♪

昭和58年卒 明輪会

十和田

卓球部

03-3815-3579

昭和45年卒 獅子の会

コーヒー専門店

ペガサス

住 東京都台東区浅草 1-13-4

後藤 義明

そば

昭和30年卒

つる瀬

田邊 泰治

平沼 孝之

そば教室も兼ねて江戸蕎麦の
真骨頂に迫ります。

（そばしょうにん）

フェンシング部

バスケ部

03-3841-7856

住 東京都台東区駒形 2-7-3

住 東京都文京区白山 5-1-3-103

和菓子

昭和45年卒 獅子の会

蕎上人

本格的コーヒーをお手頃価格で
楽しんでもらっています。

03-3811-7768

素材の吟味は厳しく、蕎麦粉は十和田湖
周辺の山岳地方で契約栽培したものを、
毎日東京に運んでいます。

03-3841-7375

住 東京都文京区小石川3-1-1

喫茶

冨永 龍司

甘味処

昭和45年卒 獅子の会

安心や

天神様のお膝元昭和5年創業。
豆大福や豆餅をはじめ、四季折々のお菓子をどうぞ

大石 喜代司

感動の味 「餅ドッグ」 美味しいよ！

バスケ部

03-5830-3288

03-3833-8516

住 東京都台東区浅草2-3-3

住 東京都文京区湯島3-35-8

和食

昭和60年卒 闘紺会

もつ真路

上野アメ横店

的場 尚

和食

美味しい味覚満載の宴会コースは
飲み放題付4000円～6000円の4プラン♪

水新菜館

（みずしんさいかん）

名物メニューはあんかけ焼きそば
ニンニクたっぷり焼き餃子！

03-3861-0577
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バスケ部

住 東京都台東区浅草4-35-2

寺田規行

住 東京都台東区浅草橋 2-1-1

魚清

ふぐシーズン中は、毎日築地から
良質のふぐを仕入れております。

03-3874-2390

住 東京都台東区上野4-4-12

昭和43年卒 紫讃会

岡本力三・平成8年卒 恵市郎

ふぐ料理
和牛しゃぶしゃぶ

浅草

物理部

03-5812-2326

中華

昭和47年卒

サンドイッチ

昭和48年卒 波の会

大澤 保男

キングステーブル

浅草の隠れた名店
スペシャルヒレカツサンド

化学部

剣道部

03-5825-4129

住 東京都台東区浅草 5-71-9
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向島・錦糸町 界隈
洋食

昭和29年卒 29会

レストラン

片山 幸弘

森下・両国・押上
和食

桜なべ

お肉の美味しい下町の洋食屋
駄敏丁（だびんちょ）カットステーキ

カタヤマ

住 東京都江東区森下2-19-9

中野 和博

昭和45年卒 獅子の会

割烹・小料理

魚喜代

和菓子

お魚割烹。元魚屋の目利きが光ります。
おすすめはマグロ漬け丼

両国 とし田

バスケ部

和菓子

下町で気軽にふぐ料理・
うまいちゃんこ鍋をどうぞ！
！
！

す吾六

家中 勉

和菓子

肉の田じま

田島 実

マンドリン部
住 東京都江東区扇橋 1-4-1
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八一

03-3622-0006

住 東京都墨田区業平 1-3-6

1F 精肉小売 2F 焼肉
3F すき焼き・ステーキ・しゃぶしゃぶ

03-3699-8929

森八

森

昭和八年の創業以来、当店独自の
製法による餡を基本とした和菓子を
作っています。

化学部

生徒会本部・剣道部

昭和44年卒 男坂倶楽部

昭和46年卒 明潮会

お城

住 東京都墨田区緑 4-9-1

焼肉

軟式テニス部

住 東京都墨田区両国 2-17-3

錦糸町でお魚の鮮度、
味にこだわったお店です♪

03-3632-3232

岩佐 浩之

「あんこ」と「あられ」のコンビが
「両国あんこあられ本舗」 絶妙な「あんこあられ」が名物。
「おせんべアイス」も大人気。
両国

03-3631-3856

03-3626-4466

住 東京都墨田区石原3-17-3

味処・酒処

昭和54年卒 明誠会

國技堂

柔道部

昭和44年卒 男坂倶楽部

バスケ部

住 東京都墨田区両国 4-32-19

氏家 喜久雄

ふぐ・ちゃんこ 鳥義

年田 義政

お陰さまで創業80周年を迎えました。
四季折々、見た目に美しく、伝統の
半生菓子を是非ご賞味ください。

03-3631-5928

03-3619-0585

昭和61年卒 新世輝

昭和62年卒 明猿会
半生菓子司

住 東京都墨田区東向島5-26-2

居酒屋

創業明治３０年。
「桜なべ」
「馬刺し」
「あぶらさし」など、馬肉料理のお店

03-3631-8298

03-3610-1500

和食

みの家

永瀬 守

水泳部

住 東京都墨田区東向島 4-2-6

和食

昭和62年卒 明猿会

和菓子

昭和43年卒 紫讃会
本間製菓店

森下伊勢屋

本間

修

創業70年。味噌あんが入った看板商品
「深川あさり餅」。深川土産に是非どうぞ！

吹奏楽班

03-3631-6064

住 東京都江東区森下 2-17-2
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新小岩・西新井 界隈
寿司

手束 謙一

昭和60年卒 闘紺会

和食

玉寿司

本まぐろと葛飾産天然鰻の店

吹奏楽班

03-3691-3088

巣鴨・大塚・梶原

住 東京都葛飾区東新小岩 5-17-7

中華

昭和43年卒 紫讃会

三田 幹男
秘伝のスープでつくる
ダンダン麺、癖になります

支那麺

はしご

和食

新小岩店

割烹

昭和42年卒 M41

新村 秀男

中華ファミリーレストラン

孫悟空

食べ放題2,500円、
飲み放題2,000円（税別）で
承ります。

03-3918-1286

天ぷら

ミートショップ

セキヤ

03-5952-1014

北海道産の男爵いもをゆで上げ、
最上級の牛肉の脂と豚肉の
合いびきで作ったコロッケが評判

洋食

開発 武志

パン、
サンドイッチ

「丁寧さ、シンプルさ」を
常に心がけています

公園まえのパン屋さん
03-3890-5188

とげぬき地蔵参拝の
後のお食事に！

マンドリン部

03-3915-5709

住 東京都豊島区巣鴨 3-37-2

喫茶

昭和45年卒 獅子の会

山の音

（やまのおと）

松川 芳久

コーヒーと昔なつかしいナポリタンが
自慢の純喫茶です。

応援指導班

住 東京都足立区谷在家 1-7-14
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池田 曜

吹奏楽班

03-3886-3318

昭和56年卒 明翔会

昭和61年卒 新世輝

お食事と甘味 たけやま

住 東京都足立区西新井栄町 3-8-5

ベーカリー

1919 年創業の江戸前天ぷらが自慢の
お店です。完全予約制（木・金・土）

住 東京都豊島区南大塚3-20-9 Uガーデン １Ｆ

関谷 芳久

昭和44年卒 男坂倶楽部

内田 吉昭

バスケ部

住 東京都葛飾区細田 1-15-6

肉

昭和51年卒 明々会

天ぷら 天俊

相撲部

03-3650-0059

博

住 東京都豊島区巣鴨3-14-16

住 東京都葛飾区新小岩 1-50-10

中華

加瀬政

渡邊

鱈のじゃっぱ鍋、桜肉のしゃぶしゃぶ、
素鴨鍋が自慢です！

美術部

バスケ部

03-3653-5137

昭和49年卒 翼明会

03-3914-8962

応援指導班

住 東京都北区堀船 3-40-1
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町屋・西尾久・千住
そば

昭和52年卒 男子校根性組

手打ち

如月 徳

（きさらぎ とく）

石黒 理樹

毎日その日の分だけ石臼で自家製粉し、
細麺と太麺をお作りしています。
ぜひ一度ご賞味ください。

蒲田・大森
和食

03-3735-1928

03-3801-9001

住 東京都大田区西蒲田7-29-5 ニューカマタビル1F～3F

住 東京都荒川区荒川 7-26-9

天ぷら

昭和63年卒 昭和戊辰乃会

長沼

理

喫茶

東京でも珍しくなった持ち帰り専門の
天ぷら屋季節の食材をお値打価格で。

天ぷら

天ふじ

03-3894-4746

民芸茶屋

佐留丹

猿田 尚弘

03-3739-0050

住 東京都大田区西蒲田 7-66-10

喫茶

明治高校PTA顧問 明治白駿会

重盛商店

望月 寿昭
朝のモーニングセットが
おすすめです！

（ぎんざらんず）サンライズ蒲田店

バレー部

03-3737-7585

住 東京都大田区西蒲田 7-51-12 ライオンズフジ 1F

住 東京都足立区千住 1-33-8

和菓子

昭和60年卒 闘紺会

銀座和蘭豆

千住で河豚なら佐留丹で！

03-3882-7229

美味しい自家焙煎コーヒーと
デザート・ランチをどうぞ！

銀座和蘭豆

物理部

昭和61年卒 新世輝

望月 寿昭

昭和60年卒 闘紺会

（ぎんざらんず）蒲田駅前店

住 東京都荒川区西尾久1－32－7

居酒屋

蒲田での歓送迎会やご宴会に
駅近のもち月へどうぞ！

茶寮 もち月

JRC インターアクト

望月 寿昭

昭和60年卒 闘紺会

重盛本也

喫茶

昭和59年卒 明心会

珈琲亭

お土産に名物人形焼きと
ゼイタク煎餅を是非おためしください。

ルアン

（しげもりしょうてん）

03-3801-6830

宮沢 孝昌

昭和の雰囲気を残す純喫茶。
こだわりのサイホン珈琲が飲める店です。

水泳部

03-3761-6077

住 東京都荒川区南千住 2-34-4

住 東京都大田区大森北 1-36-2

お茶

昭和62年卒 明猿会

麻賀園

（あさがえん）

麻賀 康之

日本茶インストラクターの夫婦のいる
お店です。こだわりの日本茶を販売
しています。

商業研究部

03-3761-7847

住 東京都大田区大森西2-33-1
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東糀谷・川崎・鶴見
天ぷら

昭和36年卒

本多由明・平成2年卒 彦蔵

天ぷら 花長

創業明治二十年！
元祖御座敷天婦羅と言われた名店

03-6808-7021

住 東京都大田区東糀谷3-4-11

イタリアン

昭和63年卒 昭和戊辰乃会

ピッツェリア

ロベルティーノ

蓮田

安齋 聡

その他

（おきなのさと）

0120-8733-07

住 埼玉県蓮田市閏戸280

住 神奈川県川崎市高津区久末 402

居酒屋

昭和63年卒 昭和戊辰乃会

大衆酒場

勇崎 昌已

BS-TBS 月曜PM:9:00
酒場放浪記で吉田類さん
が来店しました！

正木屋

045-511-0573

Hawaii

住 横浜市鶴見区市場大和町 3-17

イタリアン

昭和45年卒 獅子の会

アランチーノ

東京競馬場・中山競馬場
軽食

昭和47年卒 四七四七同志酔会

ファストフード

梅屋

岩﨑 広人

埼玉・蓮田名物「島田造りめん」
ご贈答、ご進物にどうぞ！
！

バレー部

商業研究部

044-788-5757

昭和57年卒 明魂会

翁の郷

気軽に焼き立てのピッツァと
おつまみ・
ドリンクを楽しめる
お店です。

稲村 一郎

いつも満席ですが「明高です」の
一言で予約OKになりそう？
！

808-931-6273

住 Hawaii 2550 Kalakaua Avenue
Honolulu, HI 96815

山縣 清

負けてもうまい競馬場名物
煮込みと肉そばが有名。
立川志らく師匠も唸る肉そば！

スキー部

住 東京競馬場・中山競馬場内
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