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○ 提供時間；

t正｝； 〇　品…
tBえびす菜館　　　…田広島風お好み焼へんくつや
豚肉細切り小松菜あんかけ井　；江戸兼京野菜と「うどん」 …達し井

0　品…＿＿‥‥
田雨風カフェ

拍琵豊讐器法諾諾味…謂護憲毘辛に妙め畑悠冤監禁謂苧深さヂを、選べ

ヽ

l

 

r

ー
′

945円… 780円

提供時間

皐のみ

…田CafbMother’sKitchen
…ベジ井
；江戸尭京野菜と大豆ミートを使用し酢ぶた風の

味付けをしたどんぶりです。小鉢、コーヒー付。

：貫井北町3－57国042－385－1418　　：貫井両町3－2－16　匡∃042－381－5006
：日17：00～23：00（し．0）　　　　　　　：臨12：00～14：00

；閻不定休　　　　　　　　　　　；閉火曜　（ツイッター）demodemocafe
阜……MMMMMHHHHH＝●lHHHHHHHHHHHHH一

〇　品…　　〇　品
…t正aピリカ　カフェ
黄金ビビンバ井

：馬込三寸人参、伝統小松菜を使ったヘルシーな
；札サラダ付き。

弓

■　去5。‖
本町5－12－14森ビル2F国042－401－2871
日10：30～21：00（日曜19：00まで）

田水曜・第2木曜

〇　品

…招魂謹選囚ヴァン・ド・リュ

；江戸東京野菜のフレンチ井
：江戸東京野菜を使用したバジル風味のフレンチ
：丼です。

本町2－6－10－103　匹iO42－383－4908

馴2‥00～14：0018‥00～22：0シ′【詔火曜
■■●●●●●●●■●●●●●■＝………MMMMMH■●

◎　品蔓
至　　垂うまいもの屋舌喰坊室田カフェ自然館
；江戸東京野菜と鮮魚の漬井
：江戸東京野菜を使った惣菜（煮もの・煮浸し）と
：魚のヅケをごはんの上に。

本町1－19－4　琶042－388－4302
【ヨ17：00～25：00

m無

31

；もっちり黄金井
：豆腐をベースにもっちり食感を創作。江戸東京野
：菜を甘辛麹タレで味わうカフェのベジ丼。サラ
2　ダ、汁、香の物付き。

：本町1－15－18　回042－3871℃汀6

；目11：00～17：00
：隅日曜（フェア開催中は休まず営業）
■－

提供時間；

t荘｝；

…田キッチンブラウン
；具だくきんビーフシチュー井（小鉢付）

：とろ一り煮込んだ牛肉と地場野菜、いちご、栗の

：入った甘味とこくのあるど」フシチューです。

梶野町5－6－11匹042－384－0446
E∃11：30～15：0018：00～22：00

m木曜、第3水曜　lヨ

l M＝…＝…MMM M M H…l

◎　品
田中華楼揚子江

；回鍋井

：で妙めた熱々の井です。自家製の杏仁豆腐付。

800円；

8種類の野菜を使って豚のバラ肉と自家製辛味噌

緑町1－6－62　匡iO42－316－4988

日11：30～15：0017：00～23：00

田無

〇　品
f打ヨ証ld魚やの台所
鮭といくらの責金井
北海道産のいくらと鮭に亀戸大根と伝統小松菜
を盛り付けた秋の味覚の丼ですも1日限定20食。

貫井南町5－16－23　国042－383－2898：
田11：00～17：00（予約不可）
閉日曜　l∃2台
MHHHHHHHHHHHM】

○　品
田びぜん家
秋の江戸兼京野菜旬の天ざるうどん
細いながらもシメあげた五島うどんの力強さと旬

喜　の地元野菜の天ぷらをご堪能ください。

本町2－6－10　匹】042－382－1455

日11：卯～13：3016：30～23：00
m不定休

◎　品
船窓擾蚤≡蚕∃くりやぶね

江戸の吹き寄せどんぶり
彩豊かな素揚げした伝統野菜と、米麹から作っ
た三升漬（自家製）で焼いた鶏肉の井です。味噌
汁、香の物付。

：本町6－9－42　匹；042－382－1833

；臼11：30～15：0017：00～20＝00

：m月曜（祝日の場合は火曜）
■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

◎　品
匂ロコプーさん

；野菜カレー
：野菜と果物がベースのスパイシーなカレーに江戸
：棄京野菜を含む季節の野菜が約30種類入りますも

：本町1－12－6　匹ヨ042－388－3027

：目10：00～17：00
：旺ヨ土曜・日曜・祝田

前原町3－40－27　Eヨ042－384－7055

【ヨ11：00～15：0017：30～21：00

（月曜は夜のみ）田火曜（祝日の場合は営業）

◎　品
…回ピッコロ
；江戸東京野菜入り五目焼きそば
：江戸東京野菜とイカ・エビ・豚肉等を使用した五
；目焼きそばでも

700円

東町4－42－4　匹】042－385－6682
iヨ19：00～26：00

r詔木曜

34
提供時間

⑳
田黄金やキッチン
伝統小松菜の焼サンドイッチ
伝統小松菜を焼サンドイッチで味わいください。
サラダ、スースコーヒー付。14：30以降は単品で
提供しますも

880円

東町4－42－21国042－316－1833
E∃11：30～18：30

m土曜・日曜



〇　品
ta：B居酒屋ねばや
江戸東京野菜を使った
野菜たっぷり納豆うどん
江戸東京野菜を使ったヘルシーな汁なしのうど
んです。よく混ぜて、召し上がれ

JJlr

‾＼→一二二二二三／靂0円

本町3－4－3　匡ヨ042－316－3394

日17：00～25：00
田無

●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

15

tB多加楽
多加薬黄金井
江戸東京野菜の伝統小松菜、玉ねぎ、かまぼこ、
揚げ玉をさっと煮つけてから軽く混ぜた玉子で
半熟状態のふわふわトロトロに仕上げました。

本町6－5－3シャトー小金井1F匡ヨ042－385－5123

日11：00～21：00

m不定休
日日日…日日H M M M M M＝●1

◎　品
田broom＆bloom
江戸東京野菜カレー
野菜がたっぷり、スパイスがきいているベジカレー

です，食べごたえありますも

1，000円

前原町3－40－20小金井ビューハイツ106
匹042－384－0883　Eヨ月～木11：30～

18：00　土日11：30～20：00【田金曜
l●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●●●

〇　品…　　　○
…l≡ヨヨ烏しん
；江戸兼京野菜牛すじコラボ井
；牛すじをじっくりと味噌で煮込み、伝統大蔵大根
：　と馬込三寸人参を加えました。玉子を乗せて伝

童　本町5－18－15　匹iO42－385－8839
：　目17：00（J翌1：30

m不定休
l●●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

〇　品
；EEZE）Dining＆BarWAI
；サーモン＆アボカドごはん
：　自家製ソースであえたサーモンとアボガドを江戸
：東京野菜とともにわさび醤油で。

…田真澄

提供時間；

t正｝；
提供時間

夜のみ

…　臼ハンバーグレストラン葦

江戸東京野菜の味噌とろろ糾ナ井…
野菜を刻み昆布〆とし、御飯にまぶし味噌とろろ　：
芋をお好みで掛け食します！！

童　本町5－18－5　匹ヨ042－381－2770
：【ヨ11：30～13：3017：00～23：00

；（祝日17：00～23二00）旧祝日の昼・日曜
●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■

葦特製角煮と江戸東京野桑の黄金井
国産豚バラ肉をトロリと煮込んだ角煮風。こだわ
り卵と江戸束京野菜の薄焼き半熟玉子仕立て。

；本町5－19－1清水ピル2F匡ヨ042－384－0038
：【∃11：00′、一22：00

：【；：弾l」
●′●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■

〇　品…　　　〇　品
四喫茶セリージュ
黄金に輝く宝石箱（海鮮井）
一番人気の黄金に輝く宝石箱（海鮮井）は金曜限

岩　定。日替わりランチにも黄金井を用意。
…　＊数に限りがありますのでご予約が安心です。

800円；
本町6－5－3シャトー小金井1F匹042－30118160

‡ヨ17：00～25：00

：◎コミュニティカフェ湧
：江戸束京野菜添えグリーンカレー
：　人気のグリーンカレーに馬込三寸人参と伝統大
：　蔵大根で、彩りと香りを添えました。

本町6－5－3シャトー小金井1F囚042－3837943

日11：3少（ランチ）
忘■占首）‾‘」、JH■、ノ）　　　　　　J　岩主芯苫這：妄品

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●

◎　品
…　田うなぎ田川
；うなぎ玉子重
；　静岡県産の活鰻を秘伝のタレでしんとり粟と風
：　味豊かなみつ薫を加えて玉子でとじました。
：　御新香に伝統大歳大根を使用します。吸物付き。

2，625円

前原町5－14－28　匹ヨ042－381－1981
日10：30～20：00

：　椚不定休　ri】
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●■●●●

；彩り野菜たっぷりポトフ
：江戸東京野菜がたっぷり入ってるあったかポト
：　フ。〆に雑炊やパスタはいかが？

●ヽ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

◎　品
…‘正EBたつみや
；あんかけ野菜井

季節の野菜タップリ体に優しい井ぶりです。

：　前原町4－18－24　国042－383－1769

：臼12：00～13：00（要予約）18：00～
：　23：00m月曜Ii

●●

：　本町6－5－3シャトー小金井1F匡ヨ042－386－5359

；臼火曜・木曜12：00～14：00
：　田金曜～月曜・水曜

■ヽ●●■●●●■■●■●●●

◎　品
…　田割烹たけバンプー
；江戸の骨董飯
：　海老、帆立、地野菜を種々雑多な骨董に見立て、
：　彩りよく歯ざわりの変化もつけた葛汁かけご飯。

：　前原町5－6－16　匡ヨ042－381－9213

；臼17：00～24：00
：　m火曜

●－●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■■■●●●●●●●●●●

◎　品…　　◎　品…　　◎　品…　　◎　品
田洋食富士ランチ　…　F溝川閣調ひがこDINING彩り！CEZZBParadiseKitchenWAI　要　田ラ・ベルジュリー
スペシャルハンバーグ井
ハンバーグにチ「ズ、玉子、ウインナー付き。付け
合せに馬込三寸人参、しんとり菜使用。土曜日は

乗町4－38－17水沢ピル国042－3877731喜　東町4－38－17水沢ピル国042－381－3166
日月～木・目17：00～23：00　土11：30～　：Ei18：00～25：00

14：4517：45～22：30【ヨ金曜・第3木曜；田不定休

喜　サーモン＆アボカドごはん

；自家製ソースであえたサーモンとアボガドを江戸
：　乗京野菜とともにわさび馨油で。

800円

江戸束京野菜と未の子のリゾット
木の子の香りと、江戸棄京野菜の歯ごたえが楽

東町4－38－17水沢ビル　白042－406－4788　…　東町4－39－5　国042－3857797
日11：30～14：30（月曜～土曜）17：30　：　E】18：00～24：00

～24‥00（し．0、無休）田日曜・祝日のランチ：田月曜
…MMMHHHHHHHHH●ヽ日日日日＝…＝‥＝■●●●●●●●■●■●●●●●●●●●●●●



マーク凡例　匹】電話番号　自営業時間【コ定休日l∃駐車場有
●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

〇　品
垂入船
新さんま井
新さんまをうな井風に仕上げました。
江戸東京野菜サラダ、みそ汁、漬物付き。

本町5－12－15　国042－381－3942

日11：30～14：0017：00～23：00

閻日曜・祝日

〇　品
駁矧にコダイニングバーフック

魚そぼろとみそ漬鮮魚のみぞれ井
伝統野菜入り魚そぼろ＆旬魚の味噌漬けに、伝
統大蔵大根のみぞれをたっぷり乗せた井！！

本町1－16－8　琶042－387－8100
日18：00～26：00（25：00」．0）

m水曜
日H H H H H H H M H…MH●

◎　品
Q；Dラーメンショップ飯島
ワンステップラーメン
江戸東京野菜と千切リネギを最高級ゴマ油であ
えアツアツのとんこつラーメンに乗せます。

〇　品
｛王Dそば処つちや
しょうが焼き井
しょうが焼肉と野菜たっぷりがミックスされた、

スタミナ月：ですも

本町5－12－14　匹042－38・卜3547
日11：30～20：00

【ヨ木曜
■■●●●●●●●●●●●●

◎　品
（正9風の庵
馬込三寸人参のかきあげ冷しうどん；

；馬込三寸人参に干しエビと人参の葉を加えて、香

；ばしく揚げたかきあげと冷しうどんでも

●． ′刊rT－す、－’‾－Tt■一一一、

一
事歓

」
，
〓
＝
．
，
い
＼

650円；

本町1－20－3　匹】080－3477－1215　＼　：

：臼18：00～24：00
：田月曜（中旬の日曜臨時休業有）
■●●●●●●●■●●●●●●■tMMHHH…日日1

◎　品
目ヨⅠ正：Dサクラキッチン

；江戸東京野菜の漬物茶漬
：こだわりの美味しい庄内米と、自家製いろいろ濱
：物をのせたお茶茄けをどうぞ。

前原町4－11－29　国042－383－4981
日6：00～26：00　田曜12：00～17：00：

椚無
●■■●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

◎　品…
姻□凋お好み焼きふさや：
五目あんかけお好み焼き
エビ、豚肉と小松菜、人参などの五目あんを豚玉：
にかけた創作お好み焼きです。

東町4－43－1匡ヨ042－401－2308
日17：00～26：00

m火曜

梶野町4－177たからやビル1F
匹；042－316－3336
日11：30～14：00（し．0）17：30～21：00（し．0）

お惣菜販売は11：30～21：00閉火曜
日H M H●t M M H H H HH H1

◎　品
正9新小金井亀屋

葉某シリ「ズ
金町こかぶ入かぶもち、馬込人参のやさしい甘味
の人参かの子、しんとり菜を使用したしんとり薬

東町4－8－15　Eヨ042－381－3074

E］10：00～20：00

r詔不定休
lH…MHH…MHH…MHH●JH………………………………‥暮

※お料理や容器は、実際とは多少異なる場合があります。※表示価格は税込みです。



伸‥・
・湖し小

小金井鹿の
江戸東 景野京

今回料理に使われているのは、この7種類です。＊

期間中は下記の店舗にて

「江戸兼京野菜」が購入できます。

JA東京むきし小金井経済センター
（農産物舐亮所）
本町1－13－6　TEL．042－385－3281
営業時間9：00～16：00
定休日　日曜・祝日

小金井タウンショップ黄金や

東町4－42－21TEL．042－316－1833
営業時間10：00～20：00

10：00一一15：00（月末）

定休日　不定休



秋の葵釜丼フェア
′　　　　五日市街道　　　l

聖彗撃撃彗
中央大学
附属高校

」壁笹璽麻）盲萄′し葡覿腰

大

法政炎
小金井キャンパス

●東センター

（
軒

＠
朋
＠

●●●●●●●●●●●●●●●

莫金井スタンプラリー
先壱200人に素敵な景品が！
期間中パンフレットに掲載されたお店で黄金井を食
べるとスタンプが1つもらえます。スタンプを4つ集
めると参加店舗で使える食事券500円分や、こ
きんちゃんがまぐち等と交換できます（先着
200名）。

景品交換場所：黄金井の里
（小金井市本町6－5－3シャトー小金井1F）
景品交換時間：10：00－17：00（土、日、祝休）
問合せ先：TEL．042－316－1762

鴨′
●

・奄嗅

・
・
虔
＼
q 小金井市東町4－42－21TELノFAX．042－316－1833

営業時間10：00～20：0010：00～15：00（月末）定休日：不定休

七三亘　慧慧慧前‘昭和信用金庫刺、金井支店駐車場内’
（・・………・・・・・＝・・・…・…・…・・＝…・・・・・・・・・・…＝・・・・・・・…・・・・・・tZ http：／／www．kogane－ya．COm／

．′…1．＿　　　　＿．′…l∴　　　　▲ノ…し　　　　▲ノ…し　　　　　●間合先

〔十基．2．邦．．3．邦．．4．予…霊慧慧慧叫：轡。。。叫や瑚
主催：小金井市　運営：江戸東京野菜でまちおこし連絡会

協力：小金井市商工会、小金井市料飲組合、小金井市社交飲食業組合、

東京むさし農業協同組合、小金井直売会、江戸東京たてもの園、

NPO法人ミュゼダグリ、いがねこ（小金井市内の学生有志）
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ぜひチャレンジしてくだ己い！
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