31 カフェ

ラナンドゥハッピー

32 NPOのお店

おまかせランチ＋豚汁セット

営業時間／火〜金 11：30〜20：00
土 11：30〜17：00
上記メニューの提供は14：00頃まで
定休日／日曜日・月曜日
「ひばりが丘」駅徒歩1分

きのこ釜めし・奥多摩やまめ刺身・燻製・塩焼き
メニューポイント・お店PR

身がもっちりしまって美味しい檜
原村のじゃがいもを使ったコロッ
ケと旬の野菜の副菜をお楽しみ
ください。
提供価格／1,300円

☎ 042-598-6928
西多摩郡檜原村5493

特典 グループ全員にデザートアイスクリームサービス

34 レストラン

鳩の巣釜めし

メニューポイント・お店PR

地元で採れる旬の農産物などを
使った栄養バランスの良い日替
わりワンプレートランチと豚汁。
提供価格／1,180円

西東京市ひばりが丘3-3-14 第2並木ビル3階

33

ひのじゃが御膳

メニューポイント・お店PR

☎ 042-439-3622

ひのはら 四季の里

営業時間／11：30〜14：00
（ラストオーダー）
定休日／月曜日

奥多摩の紅葉を楽しみながら、奥
多摩の特産品もぜひ食してみて
ください。
提供価格／きのこ釜めし：1,500円
奥多摩やまめ刺身・燻製：780円
塩焼：720円

☎ 0428-85-1970

「武蔵五日市」駅よりバス「払沢の滝入り口」下車

西多摩郡奥多摩町棚沢375

特典 上記メニュー1つにつきドリンク1杯サービス

営業時間／10：00〜19：00
定休日／水曜日
「鳩ノ巣」駅徒歩1分

特典 奥多摩ビュースポット一筆箋プレゼント

とうきょうを、食べよう
スタンプラリー

▼このボードが「とうきょう特産食材使用店」の目印です。

やませみ

おくたまヤマメのフライ定食又は松花堂弁当
メニューポイント・お店PR

脂がのって身のやわらかい、おく
たまヤマメを使用した美味しい
定食です。
提供価格／1,080円
営業時間／9：00〜16：30
定休日／火曜日
東京都立奥多摩湖畔公園
「山のふるさと村」内
奥多摩駅までの送迎バスあり

☎ 0428-86-2552

西多摩郡奥多摩町川野1740

※詳 しくは、東京都産業労働局農林水産部ホームページ
又は都庁第1本庁舎1階観光情報センター等で配布する
「とうきょう特産食材使用店ガイド」をご覧ください。

特典 奥多摩の特産物プレゼント

東京産食材の
キャンペーンメニューが
食べられる！

期間／平成27年11月1日
（日）
から11月30日
（月）
まで
チラシ持参で
限定特典がある！

スタンプを集めると
抽選で地域特産品がもらえる！

○とうきょう特産食材使用店とは

東京都では、都内産農林水産物を積極的に使用している飲食店を「とうきょう特産食材使用店」として登録し、PRする
ことにより、飲食店における地産地消の取組拡大や消費者の都内産農林水産物への理解促進を図り、消費及び生産の拡大を
目指しています。

郵 便 は が き

ス タ ン プ ラ リ ー の ルール

11 3 - 8 7 9 0

料金受取人払郵便

本郷局
承認

1

このチラシに記載してあるそれぞれの飲食店の提供メニューを
食べた方を対象に、
各お店でスタンプを1個押印いたします。

株式会社トライ

2

とうきょうを、食べよう
スタンプラリー事務局 行

それぞれの飲食店をまわって、
最終的にスタンプを
3つ集めたら、
チラシのはがきに必要事項を記入して、
ご応募ください。
（応募締切：平成27年12月21日
（月）必着）
（スタンプ見本）

3

［受取人］

東京都文京区本駒込3-9-3

9104
差出有効期間
平成29年10月
13日まで

担当

切手不要

亀村

4
アンケートの回答
Q1（
Q3（
地域特産品
（

） Q2（
）

）

ご希望の地域特産品の番号をご記入ください

ご応募された方の中から抽選で100名様に、
東京都地域特産品認証食品をプレゼントいたします。
（当選者の発表は、
商品の発送をもって代えさせていただきます。）
その他、
チラシを持参された方には各飲食店で特典がありますので、
それぞれの飲食店の特典欄をご確認ください。

以下のアンケートにご協力ください。
左の返信用ハガキに回答番号をご記載ください。

Q1 このスタンプラリーはどのように知りましたか？

）

①広報東京都

スタンプ
右の空欄にスタンプを
押してください

印

印

印

④その他
（

②広報用チラシなど ③都のホームページ

①東京産食材に興味があった ②お店が良かった ③企画が面白そうだった
④景品に魅力があった ⑤その他
（

1

江戸前佃煮三本セット
創業より手間を惜しまず作り続ける
老舗の味

2

を プレゼント！

丸眞正宗吟醸辛口

東京23区唯一の酒造が作る
すっきりとした清酒

3

東京多摩ゆずわらび

青梅産 澤井ゆずの高貴な
香りをぜひ

）

Q3 とうきょう特産食材使用店についてはご存知でしたか？
①知っていた ②聞いたことはあるが、
内容は知らなかった ③知らなかった

お電話

東京都地域特産品認証食品

Q2 スタンプラリー参加の動機をお答えください。

ご氏名

〒

期間中、とうきょう特産食材使用店の

抽選で キャンペーンメニューを食べてスタンプを３つ集めると

）

フリガ ナ

ご住所

東京都では、地産地消の一層の拡大に向け、都内産の農林水産物の魅力をもっと知って頂くため、
「とうきょう特産食材使用店」をまわる「とうきょうを、食べようスタンプラリー」を開催します！

遠忠食品株式会社

小山酒造株式会社

銀座かずや（株式会社かずや）
※掲載の写真はイメージです。

（お問い合わせ）
東京都産業労働局農林水産部食料安全課 TEL／03-5320-4882

とうきょう を、食べよう スタンプラリー
01 カフェ

はなのき

02 レストラン

ゆりのき

鶏はな

03 東京軍鶏専門店 根津

森の資源 シカ肉のカレーライス（江戸東京野菜のピクルス添え） 森の資源 シカ肉のカレーライスセット（江戸東京野菜のピクルス添え） 東京軍鶏 軍鶏鍋コース
メニューポイント・お店PR

☎ 03-3341-1461
新宿区内藤町11番地

御苑ゆかりの野菜と森の幸であ
るエゾシカ肉「ジビエ」を美味し
く食べて自然を守りましょう。
提供価格／1,000円

営業時間／9：00〜16：00
定休日／新宿御苑休園日

営業時間／9：00〜16：00
定休日／新宿御苑休園日

「新宿御苑前」
「新宿三丁目」駅
徒歩5分

特典 プチ内藤とうがらしアイスクリーム

07

ゑの木れすとらん

東京あだち鍋

☎ 03-3341-1461

「新宿御苑前」
「新宿三丁目」駅
徒歩5分

新宿区内藤町11番地

特典 プチ内藤とうがらしアイスクリーム

08 都市農業公園

みはらし茶屋

みはらし定食

☎ 03-5831-2431

足立区西加平2-7-15 Lynx六町

「六町」駅徒歩5分

特典 東京産食前酒又は、ソフトドリンクを全員に1杯プレゼント

13

つぶあんカフェ

青梅豚と5つのハーブのミートソース

青梅市本町131

「西新井」駅より
バス「鹿浜都市農業公園行」
終点下車

☎ 03-3853-4114
足立区鹿浜2-44-1

特典 都市農オリジナル1品サービス

14 イタリアンレストラン

トスカーナ

奥多摩産きのことチキンのクリームソーススパゲティー

「亀有」駅徒歩3分

葛飾区亀有3-11-5

特典 小とりわさをサービス

榎戸

「河辺」駅徒歩5分

青梅市河辺町10-5-4

特典 食後のデザートプレゼント

20 そば酒庵

寿々屋

営業時間／11：00〜15：00
17：00〜20：00
定休日／水曜日
「小作」駅徒歩25分

特典 わさび漬小鉢サービス

ラグラス

小平産ゆずケーキ

小松菜＆お味噌

☎ 03-3654-6739

営業時間／11：00〜15：00
17：00〜20：00
定休日／木曜日

営業時間／10：00〜18：00
定休日／日曜日・祝日

津久茂

☎ 03-3656-1142

江戸川区松島2-39-18 ニコーパークタイム1Ｆ

玉川屋総本店

青梅市新町5-45-2

22 割烹たけ

営業時間／11：00〜18：00
定休日／月曜日

☎ 0428-78-8345

「御嶽」駅徒歩3分

青梅市御岳本町360

23

キッチンブラウン

具だくさんオムライスビーフシチューかけ鉄板焼き

黄金井の宴飯
メニューポイント・お店PR

メニューポイント・お店PR

営業時間／ランチ
11：30〜14：30
定休日／日曜日

営業時間／17：00〜24：00
（要予約）
定休日／火曜日

営業時間／11：45〜14：30
18：00〜21：30
定休日／木曜日・第3水曜日

特典 自家製コービーゼリーサービス

27 食彩

わらび亭

旬の東京野菜が満載。生で、蒸し
て、焼 い て・・・1つ1つ の お 野 菜
に合った調理法で東京産野菜の
魅力を最大限に引き出します。
提供価格／1,290円

営業時間／10：30〜18：00
定休日／なし

営業時間／17：30〜23：00
定休日／第1火曜日
「国立」駅徒歩3分

特典 生ビール又は、600円までのグラスワインサービス（1組あたり6名まで、土曜除く）

「武蔵小金井」駅徒歩15分

小金井市前原町5-6-16

特典 グラスワイン1杯サービス

28 イタリア料理

おでん

メニューポイント・お店PR

小平産のフレッシュなゆずが
ぎゅっと詰まった焼き菓子です。
発酵バターの香りがふわっとし
ます。
提供価格／800円
（ケーキセット）

「東小金井」駅徒歩1分

小金井市東町4-42-21

☎ 042-381-9213

イル フルット

国立産カブと多摩卵のカルボナーラ
メニューポイント・お店PR

☎ 042-511-7269
国立市東3-7-6-1Ｆ

営業時間／11：30〜14：00
17：00〜22：00
定休日／月曜日・第3火曜日
「国立」駅徒歩15分

特典 生ビール又は、
ソフトドリンクサービス

☎ 042-384-0446

「東小金井」駅徒歩5分

小金井市梶野町5-6-11

特典 自家製カニクリームコロッケサービス

29 走る！洋食屋さん♪

いなぎsatoyamaキッチン

おいしい稲カレー

メニューポイント・お店PR

東京産の大根、
里芋などを使った
美味しいおでんです。一緒に利き
酒セットもお楽しみいただけます。
（17：00〜22：00のご提供になります）
提供価格／200〜350円

☎ 042-574-3444

国立市中1-16-20 ピーチビル2-A

メニューポイント・お店PR

須崎農園さんの立川うどをふん
だんに使ったうどラーメン。とろ
みあんかけ風、醤油ピリ辛、白湯
スープの3種類をご用意。
提供価格／823円
営業時間／11：00〜21：00
定休日／お盆と正月

☎ 042-522-7472

「立川」駅徒歩5分

立川市錦町1-4-5

特典 杏仁豆腐サービス

森万

ＴＯＫＹＯ Ｘ かつ丼
メニューポイント・お店PR

ＴＯＫＹＯ Ｘ ロースの柔らか
く甘みのある美味しい肉を使っ
た、最高のかつ丼。
提供価格／1,500円

☎ 0428-22-1331
青梅市東青梅3-9-7

営業時間／10：00〜20：00
定休日／不定休
「東青梅」駅徒歩5分

（上記メニューの場合のみ）
特典 コーラ1本サービス

24

くりやぶね

江戸東京野菜弁当

メニューポイント・お店PR

営業時間／平日 11:00〜14：00
17：00〜21：00
日曜・祝日 11：00〜20：00
定休日／木曜日

☎ 042-316-1833

五十番

ほど良く、柔らかく、脂肪がのっ
た「ＴＯＫＹＯ Ｘ 肉そば」を玉
子でとじてみました。
提供価格／1,150円

特典 グループ全員お1人様50円引き

バンブー

12 中国料理

メニューポイント・お店PR

すき焼き風にした「ＴＯＫＹＯ
Ｘ」に、半熟玉子を崩しながら、絡
めて食べる、贅沢な一品。
提供価格／1,404円

「小作」駅よりバス
「畜産試験場西門」下車徒歩3分

「町屋」駅徒歩8分

特典 1口シャーベット又は、びっくりオリーブサービス、次回飲み物券（期限あり）

18

ＴＯＫＹＯ Ｘ 玉子とじそば
メニューポイント・お店PR

☎ 0428-32-1230

都営バス・京成タウンバス
「江戸川区役所前」徒歩2分

特典 1名様1回限り、
店内飲食に限りコーヒー1杯サービス

17

営業時間／11：30〜20：30
定休日／第1・第3水曜日

荒川区町屋8-4-5 リーブル町屋2Ｆ

うどラーメン
江戸川区産の小松菜を使用した
焼きドーナツです。他にも手づく
りにこだわったドーナツを取り
揃えています。
提供価格／172円

「一之江」駅徒歩17分

江戸川区西一之江3-29-5

☎ 03-3800-8606

メニューポイント・お店PR

鉄板にのったオムライスに小金
井産野菜など具だくさんのビー
フシチューがたっぷりかかった
オリジナルメニュー。
提供価格／950円

くにたち村酒場

国立市中1-9-30 国立せきやビルＢ1Ｆ

ドーナツ＆ドーナツ

江戸東京野菜と海の幸を秋色に
仕立て、自家製おろしポン酢餡か
け。和と洋のハーモニーをお楽し
みください。
提供価格／1,400円

特典 ソフトドリンク1杯サービス

☎ 042-505-6736

営業時間／12：00〜14：00 17：30〜22：00
定休日／火曜日（祝日営業、翌日振替休業）
第1月曜日のディナー

江戸東京野菜をグリルしたチキ
ンとサラダ仕立てにした丼ぶり
です。
提供価格／800円

「是政」駅 改札口よりすぐ

府中市是政5-7-25

26 ワインバル

黄金や

営業時間／17：00〜24：00
日・祭日は11：30〜14：00
定休日／不定休

最後の江戸野菜小松菜を蕎麦・う
どんに打ち込んだ健康志向の江戸
川新名物。
是非、
ご堪能ください。
提供価格／600円

特典 50円引き

21 小金井タウンショップ

生の唐辛子を使ったさわやかな
辛さのカルパッチョ。他にもお塩
やパッションフルーツのお酒な
どお楽しみいただけます。
提供価格／960円

「押上」駅徒歩5分

墨田区業平5-10-2

メニューポイント・お店PR

江戸東京野菜をはじめ肉、魚、調
味料に至るまでとことん東京の
味を楽しめます。東京で造られる
ドリンクも味わえます。
提供価格／1,680円

元気で長生き、一日一食そば・う
どん。地元で採れた大葉やさつま
いも、南瓜、茄子と一緒にお楽し
みください。
提供価格／1,404円

地野菜のドカ盛りバーニャカウダ

特典 ケーキセット100円引き

特典 甘味サービス

グリルチキンサラダ丼

メニューポイント・お店PR

「小平」駅徒歩4分

「青梅」駅徒歩15分

青梅市裏宿町629

☎ 03-3829-6468

Mana

小笠原の島唐辛子で辛いカルパッチョ

メニューポイント・お店PR

11

ＴＯＫＹＯ Ｘ 豚すき重

メニューポイント・お店PR

☎ 042-361-3834

長寿庵

メニューポイント・お店PR

☎ 0428-21-0822

東京ツナのグリーンもんじゃ

メニューポイント・お店PR

16 そば處

肉せいろ

06 イタリアン・フレンチ・創作料理

特典 青ヶ島のひんぎゃの塩（小袋１組につき１個）プレゼント

特典 小松菜蕎麦・小松菜うどん 各100円引き

営業時間／11：30〜15：00
定休日／水曜日、第1・第3木曜日

奥多摩産の生わさびを自分です
り下ろして、おつゆに溶かずにそ
ばの上に乗せてお召し上がりく
ださい。
提供価格／750円

小平市美園町1-24-14 ヴァンベール1Ｆ

☎ 03-3601-3733

15 蕎麦

「江戸川橋」駅徒歩7分

特典 終日お会計10％引き

身と皮の間の脂が少ないヘル
シーな日向鶏と葛飾産の野菜を
使用。8時間煮込んだ濃厚なスー
プは飲み干せる美味しさ。
提供価格／918円

営業時間／11：00〜14：30
17：00〜21：00
定休日／月曜日

「青梅」駅徒歩1分

文京区水道1-4-6 浅野屋ビル1階

小松菜蕎麦・小松菜うどん

営業時間／月〜木 11：00〜17：00
金〜日 11：00〜24：00
定休日／不定休

☎ 0428-24-3755

営業時間／17：00〜24：00
定休日／不定休

☎03-5802-5160

10 そば処

営業時間／17：00〜24：00
定休日／火曜日

押上よしかつ

三鷹市産地直送の新鮮野菜を使
用したサラダと旨みのしっかり
した東京軍鶏肉を江戸風柳川で
ご賞味ください。
提供価格／東京地場野菜盛り 600円
東京軍鶏の柳川 750円

メニューポイント・お店PR

メニューポイント・お店PR

季節の天ざるそば

☎ 042-344-7199

うゑ草

営業時間／11：00〜17：00
定休日／水曜日・木曜日

メニューポイント・お店PR

25 カフェ

09 炭火串焼

青梅生まれの美味しい豚肉、
「Ｔ
ＯＫＹＯ Ｘ」を使用した、温かい
つけ汁につけて食べるおそばで
す。
提供価格／1,400円

せいろ

青梅市新町8-20-9

特典 全員に1ドリンクサービス

料理に使用する季節野菜は東京都
産を中心に使用しています。
シェ
フ自家製ソースで食べるパスタ料
理など、
ぜひ、
お楽しみください。
提供価格／1,280円

和樂

☎ 0428-33-0141

「根津」
「千駄木」
「東大前」駅徒歩5分

文京区根津1-27-1 第2高野ビル2Ｆ

さっぱりした青梅の豚肉と玉ねぎ、
たくさんのハーブで煮込んだ大人
味のミートソースを作りました。
提供価格／950円

特典 プチデザート３品から１品サービス

19 そば処

☎ 03-5834-8079

無農薬・無化学肥料の都市農業公
園産野菜を中心に使用していま
す。旬の野菜を満喫!!
提供価格／900円

メニューポイント・お店PR

☎ 0428-25-2251

営業時間／12：00〜14：00
平日17：00〜22：30
土曜・日曜・祝日
17：00〜21：30
定休日／月曜日

05

メニューポイント・お店PR

東京軍鶏のうまみ、こく、食感の
違いをご堪能ください。
提供価格／5,500円

メニューポイント・お店PR

31種 類 の ハ ー ブ や ス パ イ ス が
入った特製スープで地場野菜や
あだち菜うどんなど、足立区産具
材を楽しむ薬膳鍋。
提供価格／1,706円
営業時間／17：00〜22：30
（土日ランチあり）
定休日／水曜日

メニューポイント・お店PR

葛飾ねぎ鍋

メニューポイント・お店PR

宮戸川 江戸川橋店

東京地場野菜盛り・東京軍鶏の柳川

メニューポイント・お店PR

御苑ゆかりの野菜と森の幸であ
るエゾシカ肉「ジビエ」を美味し
く食べて自然を守りましょう。
提供価格／720円

04 江戸下町料理

参加店一覧

メニューポイント・お店PR

地元でとれた野菜を主に使用し
た家庭料理。
提供価格／850円

☎ 042-388-3027
小金井市本町1-12-6

営業時間／10：00〜16：00
定休日／土曜日・日曜日・祝日
「武蔵小金井」駅徒歩5分

特典 コーヒー又は、
紅茶を100円でご提供

30 中国家庭料理

墨花居 田無店

新倉ファームのハーブとトマトのサラダ
メニューポイント・お店PR

メニューポイント・お店PR

地元の安心・安全な食材を使用し
ています。
ボリュームもたっぷり、
お腹をすかせてご来店ください。
提供価格／1,295円

ブランド豚肉「ＴＯＫＹＯ Ｘ」と
稲城産野菜、梨を入れて煮込んだ
究極の稲カレーです。
提供価格／1,200円

新鮮なハーブをたっぷり使った
サラダと身体にやさしい米油を
使用した自家製のドレッシング
がよく合います。
提供価格／990円（レギュラーサイズ）
600円（スモールサイズ）

営業時間／11：00〜15：30
17：30〜23：00
定休日／不定休

営業時間／11：30〜21：00
定休日／水曜日

営業時間／平日 11：30〜15：00 17：00〜22：30
土曜・日曜・祝日 11：30〜22：30
定休日／なし

「国立」駅徒歩4分

（上記メニューのみ）
特典 グループ全員100円引き

☎ 042-331-3318

稲城市平尾3-1-1 平尾住宅36-104

「新百合ヶ丘」駅より
バス「平尾団地」下車徒歩3分

特典 ソフトドリンクサービス

☎ 042-451-8852
西東京市田無町4-24-1

「田無」駅徒歩5分

特典 ドリンク1杯サービス

