
「かわさき AKINAI AWARD #かわさき推しメシ」の一次投票を開始します 

飲食店の自慢の一品をテーマに、市民投票等によりグランプリ店舗を決定する「かわさき

AKINAI AWARD #かわさき推しメシ」について、市内から５６店舗のエントリーがあり、本日よ

り一次投票を開始します。公式ホームページの店舗紹介等をみて、「食べてみたい、応援した

い」など、気に入ったお店に投票いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。また、投

票と併せて Twitter 投稿していただくと、一次投票通過店舗で使える特典チケットを抽選でプ

レゼントします。 

１ エントリー店舗 

５６店舗（一般部門 ３８店舗／創業部門 １８店舗） 

  詳細は別紙１参照 

２ 投票期間  

  １０月１２日（水）～１１月４日（金）まで 

３ 投票方法等 

（１）公式ホームページ上の専用フォームにて投票。 

（２）店舗利用の有無を問わず、公式ホームページ等を見て、気に入ったお店１店舗を選び

投票。 

（３）投票は１人１回限り。 

 （４）投票と併せて Twitter 投稿をしていただける方は、必ず、投票した推しメシの写真又

は推しメッセージを入れたうえで、「#かわさき推しメシ #（店舗名）」のハッシュタグを

つけて投稿。 

  ４ 投票者特典 

 （１）熟成プロシュット、スペイン・エスプー ニャのパンチェッタ、コッパセット ３名様 

 （２）川崎の地酒「出穂（しゅっすい）」 ３名様 

 （３）正田醤油「人気商品セット７品入り」 ３名様 

 （４）食を学び・楽しむクッキングスクール「ハッピークッキング」50%オフ券 ３名様 

 （５）銭湯サイダー ６本セット ４名様 

５ 今後のスケジュール 

一次通過店舗発表  令和４年１１月１１日（金）予定 

二 次 投 票  令和４年１１月２８日（月）～令和４年１２月２３日（金） 

最終結果発表  令和５年 １月下旬予定 

６ その他 

詳しくは、公式ホームページを御覧ください。 

https://kawasaki-akinai.com/ 

報 道 発 表 資 料

令和４年１０月１２日 

問合せ先 

川崎市経済労働局観光・地域活力推進部 池田 

電 話：044-200-2353 

メール：28syogyo@city.kawasaki.jp 



（エントリー順）

No. 店舗名 区 店舗所在地 推しメシ

1 手打ちそば 登喜和屋 多摩 平日限定 昼天もり

2 路地裏チキン BonBon 川崎 宮本町6-8須田ビル101 手羽先 ソルト

3 ブラッスリーほっぺ 幸 鹿島田1-18-3 土谷ビル 2F 本牧ピッツァ

4 大珉 中原 田尻町20ライオンズマンション103 餃子定食

5 鉄板焼 円居-MADOy-川崎 川崎 砂子２ ９ １参鳥居館５階

6 勝盛家 ちゃんこ料理 川崎 東田町8パレールイエロー館1F お椀ちゃんこ

7 フランセーズ ラ・ポルテ 高津 久本1-16-20リラ館1階
信州サーモンと北海ずわい蟹   彩野菜のケーキ仕立
て

8 マドラスミールス 中原 上丸子八幡町816msビル1f ノンベジミールス(バナナリーフでのスタイル)

9 割烹蒲焼大沼 川崎 東田町８パレールビル１Ｆ うな重（上）

10 イタリア料理モナリザン 川崎 東田町４ー１０ キャセロールスパゲティー

11 Music Bar Teen Spirits 川崎 野菜をよーく煮込んだ牛すじカレー

12 @chaya 中原 新城1-11-11 ローストビーフ丼

13 一番喜龍 中原 小杉町3-600コスギサードアヴェニュー1F 三種チーズのトマト坦々麺

14 Baumhaus SUN 川崎 日進町3-4 unico2階 あいち鴨のひつまぶし

15 ニコ ルーチェ 高津 二子2-8-7
メカジキの自家製スモークとルッコラのビアンコ（オ
イルベースのパスタ）

16 らく遊 宮前 馬絹4-18-49 【特製】『厚切りロースとんかつ』

17 炭火焼肉食道園 川崎 小川町14-13 バラ汁(カルビスープ)

18 純手打ち讃岐うどん蓮 宮前 犬蔵1-9-21-102 特製カレーうどん

19 DinigBarR 中原 新城5-3-11 香辛子とアサリの香辛子ウォッカ蒸し

20 味の散歩 中華村 幸 南加瀬4-26-1-101 スタミナラーメン

21 ThaiRestaurant MaiTai 中原 新城1-10-14-101 MaiTai自慢のカオマンガイ

22 炭火焼肉 大将軍 川崎 小川町5-17 カルビクッパ

23 麺匠藩次郎ミューザ川崎店 幸
大宮町1310グルメ40番地133ミューザ川崎１
階

味噌ラーメン輝

24 いろから川崎宮崎台店 宮前 いろから丼

25 ピッツェリア ロベルティーノ 高津 久末402
絶品チーズのマルゲリータとお肉屋さんのピッツァの
ハーフ&ハーフ

26 中国料理 博味菜館 中原 新丸子東1-983 TYMビル1F クラゲ刺身

27 型無 夢荘 川崎 砂子２ ７ ６ 馬骨ラーメン

28 中国料理 秀鳳 中原 新丸子町701 梅宮ビル1F ルースーチャーハン(肉絲炒飯)

一般部門（開業後３年超）

エントリー店舗一覧

別 紙 １



29 麺小屋てち 中原 新城4-4-15 森善ビル101

30 居酒屋徳山 中原 新城4-3-1 自家製さつま揚げ

31 うどん居酒屋どんた 宮前 平3-10-10 季節の天丼セット

32 わかみや 麻生 万福寺1-15-3

33 じゃんけん 川崎 渡田山王町18-11 台湾まぜそば

34 幸 鹿島田1-8-39 マトンカレー

35 Spicy India宮前平店 宮前 土橋6-10-7鈴木ビル1F バターチキンカリー

36 隠れ家たまり 麻生 高石1-11-1-1F 畑の天ぷら

37 蕎彩 和み月 幸 中幸町2-33

38 Fete le marche 多摩 １ トルコライス

（エントリー順）

No. 店舗名 区 店舗所在地 推しメシ

1
和菓子と日本酒と薬草茶屋のある駄菓子屋さん
和氣和氣

中原 木月住吉町19-5 和風薬膳スープカレー

2 溝ノ口カレー 高津 久本3-1-5ミュージション溝の口1F 2種のあいがけカレー

3 焼き鳥つーちゃん 川崎 渡田新町1-12-11第1田辺ビル1階中央店舗 若鶏半身コマ揚げ

4 ESKY COFFEE By Izzy's Caf 高津 久本3-1-14 eMPARKBLDG1階 ベーグルサンドウィッチ

5 Tarareba 中原
６階

オムライスビーフシチュー

6 TAMON 川崎 渡田東町7-7 グラタン

7 トップライバー 多摩 わんぱくチキンサンド（ランチメニュー）

8 Ｒｅ逢人 多摩
ン、フォッカチャ)付)

9 En-Gawa Caf 多摩 シャキシャキいかの肝醤油漬け膳

10 喫茶ルーブ ピアノ＆ギャラリー 中原
あいがけオムライス（自家製トマトソース＆銀鮭きの
このクリームソース）

11 Cafeちょくちょく 麻生 上麻生5-1-13-2
スモークチキンのサラダプレート 焦がし香味野菜の
和風ドレッシング

12 Dining旬 麻生 上麻生1-15-12 新百合丘和田文ビル1F 本日の美味しい白身魚で作るクリームグラタン

13 AVANCREX in AsaoGarden 麻生 上麻生3-13-1 ベルクレエ新百合ヶ丘2階
伊豆近海の鮮魚のマリネ（ポルチーニ茸の香りと共
に）

14 縁道食堂 川崎 サバライス

15 kappouとよふく 麻生 万福寺6-2-23MSビル202 カニとブルーチーズの茶碗蒸し

16 月島てっぱん 多摩 ラクレットチーズリゾット

17 高津 二子2-7-40フォーレスト多摩川102 台湾豚角煮丼

18 まぜパスタ専門店 Fuwari 川崎 東田町10-31 田代ビル101 まぜカルボ

創業部門（開業後３年以内）


