江戸野菜
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かつ信

玉ノ井カフェ.
きそば 長平
清華(中華料理)
秋田料理 酒呑童子

ひかり寿司

大喜青果 本店
(寺島なす販売)

春栄亭

旧向島中学校

坂本煎餅(寺島なすおはぎ)

大喜青果 駅前店
横浜飯店(中華料理)
ひまわり(もんじゃ)
(寺島なす販売)
居酒屋 明香苑
菓子遍路 一哲(和菓子) ベーカリー TomTom(1F)
尾張屋(蕎麦屋)
リストランテTomTom(2F)

はせ川(豆腐料理)

向島百花園

養老乃瀧(居酒屋)
山げたん(居酒屋)
駅前 寺なす畑
寺島・玉ノ井まちづくり協議会

イタリア食堂 サンタクローチェ

東武博物館

玉ノ井カフェ.
墨田区東向島５-２７-４
０８０-２１０７-１０１６
１１：００～１８：００
休 水曜日・木曜日
http://

寺島なす復活プロジェクト拠点店舗
『寺島なす料理講習会』開催

寺島なす料理
『寺島なすのマリネ』
『寺島なすアサディージョ漬』

もんじゃ-お好み焼き ひまわり

居酒屋 明香苑

墨田区東向島５-８-２
０３-３６１９-３１８０
１７：００～２４：００
休 水曜日(月末は営業)

墨田区東向島5-7-14
03-6657-1300/050-5872-2448(予約)
[月〜土] 16:00～翌3:00(L.O.翌2:00)
[日．祝] 16:00～翌1:00(L.O. 0:00)
休 年末年始
http://www

http://

寺島なす料理
『寺島なすトッピングもんじゃ』
『寺島なすのみぞれかけ』
『寺島なすとニンニクの芽炒め』

寺島なす料理
『寺島なすのチーズ焼き』

菓子遍路 一哲

上海菜苑 清華

山げたん

墨田区東向島4-29-6 アラモード東向島１階
０３-６６５７-２９６２
寺島なす最中
９：３０～１８：３０
『なすがままに』
寺島なす羊羹入り焼き菓子
休 毎週水曜日
『玉の井の月』
http://
『寺島なす羊かん』

墨田区東向島5-13-10
０３-５２４７-２５１１
１９:００～翌３：００
休 日曜日

墨田区東向島５-３-３
０３-３６１０-１１５７
17：00～23：00
寺島なす料理
L.O.22：30
『寺島なすの生姜焼き』
休 水曜日
http://www.localplace.jp/t100048369/?preview=1

大喜青果

横浜飯店

酒呑童子

http://

墨田区東向島5-5-8
03-3616-0315
昼 10:30～15:00
夜 17:00～23:30
休 無休
http://www

墨田区東向島４-４３-１０
０３-３６１９-１６７６
[月～土] 17:00～翌1:00
[日、祝] 16:00～ 0:00
休
毎週火曜日
http://

きそば長平

バール-トラットリア TomTom

本店
墨田区東向島５-１３-１６
駅前店
墨田区東向島
１０：００～１９：００
休 日曜日

03-3612-3264

『寺島なす』の販売

墨田区墨田１－５－１２
０３-３６１２-０９３３
昼 11:30～15:00
夜 17:00～20:00
休 毎週木曜日
http://

寺島せいろ

http://www

寺島なす料理
『中華風天麩羅』

寺島なす料理
『寺島なすの中華味噌炒め』
『寺島なすのサクサク揚げ』

寺島なす料理
墨田区東向島5-3-7
『寺島なすとタコのアヒージョ』
イルヒューメグランデ 2F
『寺島なすの冷製スープ』
０３-３６１０-０４３０
『寺島なすとモッツァレラチーズのグラタン』
１１：００～２３：００
『寺島なすのサルシッチャ・青唐辛子のピッツァ』
休 無休
『寺島なすとペコリーノチーズのスパゲティ』
http://www.tomtom-group.com/

寺島なす料理
『寺島なすときりたんぽの天麩羅』

イタリア食堂 サンタクローチェ
墨田区東向島５-３-３ ０３-３６１０-５５０５
[火～金] 11:30～14:30(L.O.14:00)
18:00～23:00(L.O.22:00)
[土日祝] 11:30～15:30(L.O.15:00)
寺島なす料理
17:00～22:00(L.O.21:00)
『寺島なすの小海老の
休
月曜日(祝日の場合は火曜) トマトソース スパゲッティー』

百花園横 はせ川

ひかり寿司 東向島店

かつ信

墨田区東向島３-１６-１２
03-3611-5934/050-5872-7349(予約)
昼 11：00～14:00（ラストオーダー）
夜 完全予約制
休 毎週月曜日
http://

墨田区東向島４-４１-５
０３-３６１６-８４１９
昼 11:30～13:30
夜 17:30～22:30（ラストオーダー）
休 毎週月曜、第３火曜
http://jitoh.homelinux.com/A/hikarizushi/ 寺島茄子の天麩羅

墨田区墨田3-14-12
０３-６６７０-０１５５
昼 11:30～14:30
夜 17:00～21:30
休
月曜日
http://

ベーカリー TomTom

そば処 尾張屋

春栄亭

墨田区東向島5-3-7 イルヒューメグランデ 1F
０３-３６１０-１６５１
７：００～２０：００

墨田区東向島5-3-8
０５０-３６１９-２０５５
昼 11:30～15:00
夜 17:30～21:30
休 木曜日
http://www

墨田区東向島5-16-6
０３-６６５７-５３１４
昼 11:00～14:00
夜 17:00～23:00
寺島なす料理
休
月曜日
『寺島なすのごま浸し』
http://
『寺島なすの志ぎ焼き』

休 無休
http://www.tomtom-group.com/

寺島なす料理
『揚げ寺島なす味噌和え』

寺島なす料理
『寺島なすの肉みそパン』

寺島なす料理
『冷やし揚げなす蕎麦』

坂本せん餅

養老乃瀧 東向島店

墨田区東向島５-８-３
０３-３６１１-２２７５
８：３０～２０：３０
休
年中無休

墨田区東向島5-3-3 東向島ステーションプラザ2F
０３-５２４７-４０６０
１７：００～２４：００
休 日曜日
寺島なす料理
『寺島なすの肉巻き焼き』
http://www.yoronotaki.co.jp/index.html 『寺島なすのシャーベット』

http://sakasen.jp/

寺島なす おはぎ

寺島なす料理
『寺島なすの田楽』
『寺島なすのラタトゥーユ』

新規『寺島なす』取り扱い店 募集中！
『寺島なす』関連グッズも募集中！
お問い合わせは、“寺島・玉ノ井まちづくり協議会”事務局
０３-３６１４-６３０１まで
発行

寺島・玉ノ井まちづくり協議会

2014年 8月31日 現在

