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軸甜蛸叡溺軌離

野囁煎厳センタ…で疇鎧の豚を飼堆し、トウキョウX生産観倉舅の銑詔に配布、相磯して生産しています11

駄内だけでなく近艶の鶴鼓でも生産をしています。生産組倉では、品質の維持や安女性の確保などのため飼料や朗紺方法の取り汲め倉掛1、厳

しい管理体別の寵で染渡に耽摘まんでいますし

トウキョウXは金鰍こ兜軌ナて．との上うに生成され胱こされたかという堀野管理けレーサピりすイ櫓等入し．生産・出荷されています骨また、生腐組

合ホームページ加tp：ノ八州W．tOkyo血・山1ほ油じ生年朋、出荷軋生鹿農場の情熱なと官僚さんに公開できるようにしていますら

なお、可部の小発宿では常肉パックに生産情報の公開につながるQRコ岬ドの泣付も行っています。

さらに年湖を通じ娠発一方髄から相関を勘1枚り検査を実施しています。

この柁脂は偽薬艶示なとの軌ヒに役立ち、みなさんによりを心して食べて頂ける助けになるとともに．集護から拡掛眼光までの一貫したTOKlrO

Xの取り組みの膚轍の鑑とな礪す¢

＿∴‾、i■・子羊†＿＿十十十二子二1■‡千丁l十十十’？‾†′、二、二二■■■■‘三二・二二■’■■■干’テ十字二、‘二・千■

THK1－nJXは、憩ここ差姐．パ研け㍑廿日射雄耀脇机凍諸描㈲甲州通池那釣凍れ頒町

かたで線か∴練物明ことを靖血i：考・えるとともミニを≦ざ性や宏心盛をjj郁ナできるように私たち蒋証農嵩‡

かすこ初に粁こている略で一首

け01（Y（用養解で∴こ丁ルで飼命方法J餌が決め〉：れている土、すべての狩もこ耳標をつけなくては

いけないなと●決まりごとも多くあ渡せ仇組か比で夏空でムい　い睾胱YOXを榊珊苔のみなさ　に短l

けるために、今揖斬ることを鞠両杯やっています二

王だまだ狛猛鬼が少なく、ふなさまのお手元まで十分にお紬ナすることが出来でいませ人が、組合長い〃

臥TOKYOXを通じて東京から新しい都度の形を矩倍することにより家櫛と人間が華しく、そして仲点

く躊きていくことがでる軽灸の賽駕を目指していきます
、蜃状Yl X一事・隠組た執骨張
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TOKYO Xが食べられる的店

蠣靡欝森岳
江東区　BBQ

江東区　イタリアン

港区　　しゃぶしゃぶ

港区　　中華

港区　　レストラン

港区　　レストラン

港区　　レストラン

港区　　レストラン

三鷹市　そば・うどん

渋谷区　韓国料理

渋谷区　とんかつ

渋谷区　飲食店

新宿区　焼肉

杉並区　そば

西多摩郡　うどん・そば

青梅市　うどん・そば

青梅市　うどん・そば

青梅市　うどん・そば

青梅市　うどん・そば

千代田区　レストラン

千代田区　とんかつ

台東区　ホテル

中央区　レストラン

町田市　レストラン

町田市　やきとり

八王子市飲食店

八王子市焼肉

品川区　レストラン

武蔵野市　レストラン

福生市　ドイツ料理

福生市　うどん・そば

福生市　うどん・そば

墨田区　和食

立川市　焼肉

THEBBQBEACHinTOYOSU

ベル・オープ　ららぽーと豊洲

しゃぶ玄

中国料理　新橋亭新館

デリリウム　カフェ　レゼルブ

BUTCHER NYC

ブッチャー　リパブリック　シカゴ＆ビザ

RIOBREWING＆CO．B！SUTROANDGARDEN

砂場

石綿スンドゥプ専門店　姉妹

とん匠　新宿高島屋店

プティデリリウム　タップカフェ

眞一館

循寿庵

そば処　えびす家

そば・うどん処かわし去

そば処つくも

そば盛津久茂

手打ちうどん根岸屋

ウルビアマン

季節料理・とんかつ　ふみぜん

ホテル法華クラブ浅草

デリリウムカフェ　G桐ZA

マテダイナー

やきとり処　大貴　町田本店

里山里海　奥能登や

眞一鹿宇津木亭

BUTCHERNYCUNlTED

TheRooftopButcherChicagopizza＆Beer

シュトウーベン■オータマ

生そば田村

徳寿　そば店

割烹とんぼ

七輪牛タンDANRAN亭・炭火鉄板パル

妻妾≒書
0570・09－0014

03－6910－1275

03・3586－4054

042－540－0229

03－5545－7730

03・6712－9908

03－5797－7575

03－3403－0808

0422－46－4325

03・5724－4566

03・5362－7511

03－6300－0807

03－3209一名426

03・3310－9031

042－551－3704

0428－78－9ユ55

0428－24－5000

0428－32－1230

0428・22－3083

03岬3526－2321

03－3262－7096

03－5806－2311

03・6228－5617

042－724－0303

042－727【5678

042－655－2084

042－692－0112

03・6420・0686

0422－26－8815

042－540－0229

042・553－4146

042－55ユー0627

03－3624－0751

042－540－0229

TOKYO X
蛮取鎖店・訴食事処りスト収抑

令和2年2月版

※来店前にご確認をお願いいたします。

※最新の情報や、TOKYOXの取Z扱いに関するお問い合わせは下記までお願いします朝

TOKYOXに関するお問い合わせ先

TOKYOX－Association事務局 

東京都立川市苫土見町6－65－9 

（林）ミートコンパニオン内 

TEL042－526－3451 

TOKYO Xが買える訴店

所在地．形態

江戸川区スーパー

江東区　スーパー

江東区　スーパー

江東区　スーパー

江東区　スーパー

港区　　スーパー

国分寺市百貨店

国分幸市直売所

国立市　スーパー

狛江市　スーパー

渋谷区　百貨店

渋谷区　百貨店

渋谷区　百貨店

渋谷区　百貨店

小金井市直売所

小平市　直売所

昭島市　スーパー

昭島市　スーパー

新宿区　百貨店

新宿区　スーパー

新宿区　スーパー

杉並区　スーパー

店名

イオン葛西店

イオン南砂店

イオン東零店

イトーヨーカドー木場店

イオンマーケット株式会社大島店

プレッセプレミアム東京ミッドタウン

柿安本店丸井国分寺店

JA東京むさし国分寺ファーマーズ・マーケット

西友　国立店

京王ストア駒井店

束急百貨店束横店東急フードショー精肉あづま

東急百貨店本店　精肉あづま

精肉のこ串恵比寿店

人形町今半新宿高島屋店

jA東京むさし小金井ファーマーズ・マーケット

JA東京むさし小平ファーマーズ・マーケット

イトーヨーカドー拝島店

イトーヨーカドー昭島店

柿安本店　小田急新宿摘肉店

キッチンコート神楽坂店

ニュー・クイック新宿ハルク店

キッチンコート永福町店

頚　連絡先

03－3675－5111

03・5677－3500

03－6221－3400

03－5606－5234

03－3684・2451

03－5413－5109

042－359－7323

042－324－2115

042－576・2401

03・5497－0441

03－3477－4318

03－3477－3563

03－5423－1Z29

03－5361－1352

042－385－3281

042－348－7244

042－543－5511

042－546・1411

03－5321－6960

03－5206－7228

03－3343嶋8886

03－3323－7281



TOKYO Xが買える訴店

杉並区　　スーパー　西友　荻窪店

杉並区　　スーパー　西友　西荻窪店

杉並区　　スーパー　ニュー・クイック　阿佐ヶ谷ダイヤ街店

世田谷区　スーパー　イオンマーケット株式会社桜新町店

世8谷区　スーパー　キッチンコート桜上水店

世田谷区　スーパー　東急ストアフレル・ウイズ自由が丘店

世田谷区　百貨店　人形町今半玉川高島屋店

世田谷区　百貨店　二子玉川東急フードショー　梼肉あづま

清瀬市　　スーパー　西友　清瀬店

西多摩郡　ス職パー　THE MALLみずほ16店

大田区　　スーパー　イオン御嶽山駅前店

酉東京市　スーパー　西友　ひばりケ丘店

酉東京市　スーパー　Ll VI N田無店

青梅市　　直売所JA西棄京かすみ直売センター

青梅市　　ス岬パ岬　西友　河辺店

千代田区　専門店　日山大丸東京駅店

足立区　　スーパー　イオン西新井店

多摩市　　スー′ト　イトーヨーカドー多摩センター店

多摩市　　スーパー　京王ストア桜ヶ丘店

台東区　　専門店　日山松屋浅草店

大田区　　スーパー　イオン御嶽山駅前店

大田区　　スーパ岬　大森とうきゅう

大田区　　スーパー　プレツセ田園調布店

中央区　　スーパー

中央区　　百貨店

中央区　　百貨店

中央区　　直販店

中野区　　スーパー

中野区　　専門店

町田市　　百貨店

町田市　　スーパー

町田市　　スーパー

調布市　　ス岬パー

調布市　　百貨店

03－3393－1151

03－3394・6211

03－3337－3877

03－5450－8011

03－3303－9111

03－3725－9920

03－3709－6951

03・6805－7264

042－495－9500

042－556－0016

03－3727－4000

042・423－6111

042－466－1511

0428－31－1115

0428－24－6711

03－3211－2901

03－3852－2121

042－374－6111

042－337－2511

03－3847・9529

03－3727－4000

03－3764－1191

03・5483－3109

イオンマーケット株式会社卜財－レ日本横浜町店　03鴫5645－2831

精肉の二幸日本棉三越店

精肉の二幸三越銀座店

人形町今単糖肉本店

キッチンコート東中野店

ミートプラザニシジマ

柿安本店　小田急町長精肉店

東急ストア町田店

ニュー・クイックGGミーナ町田店

キッチンコート西調布店

調布とうきゅう店内　精肉売場

03－3245一塁929

03・3535－1837

03－3669－0298

03－5348－2201

03－3386－2980

042－720－2351

042－709－4109

042－720－5591

042－442儀3808

042－483－0991

東久留米市　スーパー

東大和市　　スーパー

日の出町　　スーパー

日野市　　　スーパー

八王子市　　専門店

八王子市　　専門店

八王子市　　道の駅

板橋区　　　スーパー

板橋区　　　スーパー

板橋区　　　スーパー

品川区　　　スーパー

品川区　　　スーパー

府中市　　　スーパー

武蔵村山市　スーパー

武蔵野市　　スーパー

武蔵野市　　スーパー

武蔵野市　　スーパー

武蔵野市　　百貨店

福生市　　　スーパー

豊島区　　　百貨店

豊島区　　　百貨店

生島区　　　百貨店

北区　　　　スーパー

墨田区　　　スーパー

墨田区　　　スーパー

目黒区　　　スーパー

目黒区　　　スーパー

目黒区　　　スーパー

立川市　　　百貨店

立川市　　　スーパー

練馬区　　　スーパー

練馬区　　　スーパー

練馬区　　　スーパー

練馬区　　　スーパー

イオン東久留米店

イトーヨーカドー東大和店

イオン日の出店

イオン多摩平の森店

肉処たかぎ　八王子店（セレオ八王子内）

Marche802（マルシェ八王子）

道の駅八王子滝山

イオン板橋店

イオンスタイル板橋前野町店

西友　成増店

イオン品川シーサイド店

プレッセ目黒店

京王ストア府中店

イオン武蔵村山店

イトーヨーカドー武蔵境店

キッチンコート吉祥寺店

キッチンコート三鷹店

東急百貨店吉祥寺店　清肉あづま

西友　福生店

柿安本店　西武池袋精肉店

柿安本店　束武池袋店

人形町今串池魚東武店

西友　赤羽店

西友　錦糸軒店

ニュー・クイック東京ソラマチ店

イオンスタイル碑文谷店

東急ストア都立大学店内　精肉尭場

プレッセ中目黒店

高島屋立川店　大多摩ハム売場

ニュー・クイック立川ルミネ店

キッチンコート蕃士見台店

西友　練馬店

LlVI N光が丘店

LlVI N OZ大泉店

攣、三・適職針攣
042460－7300

042－562－5111

042－588－8777

042－514－1050

042－655－0029

042・632－2800

042・696－1201

03－5398－3131

03－5916－80g0

03－5998－6111

03－5715－8300

03－5435－1109

042－367－1521

042－516・0300

0422－31－2111

042－270－3380

0422・50・5061

0422－22・7046

042－552－5111

03・5953・6776

03－5904－9561

03－3988－4948

03－3902－0111

03－5638－7551

03－5809－7114

03－3710－1111

03－3725－7682

03－5768－0109

042・525・2111

042－522－1129

03－3577－9951

03－3991－3091

03・3976・8111

03－3978－4111


