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療しいスタンプ刊
も開催！
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7ポ’
農濠と飲食店が協力した

ォリジナJLのどんぶりメニュー登掛

＊江戸乗京野菜の入荷状況により、ご提供できない又は料理内容揮変更となる場合があります。ご了承下さい。

鏑拍創繭昌

問い合わせ先

小金井市経済課TEL．042－387－9831

ホームページ

江戸東京野菜のまち「小金井」
http：／／www．edotokyo－yaSal・jP

黄金丼　　『

■王コ　ロコ
小金井市　江戸棄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■巣協同組合、小金井直売会、小金井市観光協会、

江戸東京たてもの園、東京■二大芋科挙博物せ、

小金井市立はけの森美術館、小金井市立文化財センター、

NPO法人ミュゼサケ人いがねこ（小金井市内の学生有志）、

東京都小金井食品衛生協会

才㌍㌔
㌔∴十・㌧・や

武蔵′」、金井駅、束′」、金井駅、薪′」、金井駅周辺をはじめ市内全域で開催中！



歓のタエ拍京野菜

′

・′・しんとり菜

唐粟（ちりめん白菜）の若どり野菜。芯の部分を摘み取り吸い物

などに使ったため、この名に。繊細で美しい黄緑色で、サラダ菜

としても食べられますも

il伝統大蔵大根

根の長さは50cm。煮物に最適で人気でしたが、現在の核家族に

は大きすぎ、次第に青首大根に取って代わられました。今も世田

谷区で生産中です。

＿ナ金町こかぶ
ノ　明治末に早どり用に改良され、現在の葛飾区金町近辺で栽培さ

れていた品種。根はもちろん、禁にもビタミン類・アミノ酸が多

く、漬物や煮物に最適。

小金井市内で江戸乗京野菜を生産してる農家は10軒ほと。

「黄金丼フェア」で使用されている5種類盲ご紹介！

鴨・亀戸大根

江戸後期から亀戸で生産。根が30⊂mほどで薫が丸く、「おかめ

大根」などと呼ばれたことも。生食は辛みがあり、丸ごとぬか漬

けなどにしていました。

彿・伝統小松菜
八代将軍吉宗が鷹狩りで小松川村を訪れ、昼食に出た青菜に名

がないと知り「小松菜」と命名したそう。軸がしゃきっとして葉

色も淡い、繊細な食感です，

江戸から東京lこ至る歴史の中で、江戸・東京市中や近郊で栽培され市民の食生

活盲支えていた固定種の野菜盲江戸兼京野菜といいます。小金井市でlま、平成

18年から江戸兼京野菜盲使った員商連携によるまちおこし盲進めています；

●価格はすべて税込表示となってし、ます。

○えびす菜館 
豚肉と伝統小松菜ときのこのあんかけ井￥700 

「‾▼‾‾‾‾▼‾‾‾‾‾　　　　豚肉細切りと伝削l松菜にヘル 

貫井北町3－3ト1　E日1：00～21：00 

042－324－1070　【ヨ木曜 

○〔afe5884 
ロコモコ見「こかね丼」￥800 

l l※‾日限定15食 

桜町H1－21　　白11：00～18：00 

042－387－1004　【ヨ不定休 

○真澄 
小金井「晩秋の重」￥1．000 

L　　ii二二二】小金井の深まりゆく秋の情景を江 

雄■■二王毒■冨≡票と地野菜等を使って轟 

∴＿‡ナ：・女工ト‾i．：．オ… 

本町5－18－5　　　罰11：30～13：3017：00～23：00 

042－381－2770　田日曜（人数によりご予約のみ承ります） 

○ピリカカフェ 
伝統大蔵大根の味噌田楽井￥900 

i伝統大蔵大根の味噌田楽とネギ塩 

チキンをのせたどんぶり。サラダ・ 
1－・1‡　スープ付き。 ■ 

；．‾ケ・・‥み・ 

本町5－12－14森ビル2F田月火金10：30－21：00、木土日祝10：30－19：00 

042－40ト2871　　【ヨ水曜・第2木曜 

○⊂af6MotherTsKjt⊂hen 

伝統大蔵大根のベジマーボー井￥1，000 

；伝統大蔵大根の食感と味わいを楽 

：しんで頂く程良い辛さのマーボー 

貢井南町5－16－23　日11：00～17：00　濾予約不可 

042－383－2898【ヨ日曜 

○居酒屋ねばや 
鶏つくね井　￥900 

：鶴つくねの中に江戸薫京野菜を入 

七‾‾二J　　　　　　れ、特製デミグラスソースと目玉焼 

l　－ィ．こす　　　きでボリューム満点 

・．P∴・タブ 声日■rt 

▲ご　」・ニケ 

本町3－本3　　　【∃17：00－24：00 

042－316－3394　【ヨ無休 

〇八㌢†＿ざ丁グ巧手ヲ㌣軍＿＿＿＿＿＿ 

葦カツ東風メンチ井　￥950 

一一一－－　　　　　和牛100％のジューシーなメンチカ 

〝．．　　　　　ツと江戸真京野菜をトロトロ玉子 

2　　　，、　　　　；でカツ井風に仕上げました。 
1訝・・・‾一　　　※昼のみ提供 

‥‾i∴．オ・ 

本町5－19－1清水ビル2F【∃11：00－22：00 

042－384－0038　　　　田無休 

○入船 
さんま蒲焼井￥750 

iさんまは、うなぎの蒲焼風に、仕上 

本町5－12－15　　　日11：30～13：30、17：00～23：00 

042－381－3942【ヨ水曜・日祝 

○揚げ処まき竜 
小金井野菜膳　￥1．100 

磨励・一二・、、等喜冨三慧三悪芸濃慧竺 ムコロッケなどをお膳スタイルで。 

厳・■蜃1■竿丁目竺定8竺二昼竿糧で 
・・さ．いれ・●・．●・・．オ： 

本町5－36－15　E日1：30～14：0018：00～22二00　※なるべく 

042－316－5729詔水曜　　　　　　　　　　　　ご予約ください 

○鳥しん 
江戸乗京野菜牛すじコラボ丼　￥600 

■　　二二‾‾‾‾‾‾亘っく。味噌で煮込んだ牛すじに 

…蛋慧享≡芸歪慧崇を加え、伝統 
で遷J　巨‾干上夢） 

：本町5－18－15　　日17：00～25二30 

042－385－8839　【ヨ不定休 

○そば処つちや＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

焼肉井￥1．000 

毒国産牛肉100％と江戸東京野菜と jのコラボした井。新そばとのセット メニューもあります。 √舞いオ‥ 

L　J 

本町5－12－14　　［］11：00～20：00（15：30～17：30休み時間） 

042－381－3547　【遍木曜 

○自然派ダイ二㌢ア＿甲＿r竺＿甲EEN 

江戸乗京野菜の和風あんかけオムライス　￥790 
「‾ 

三二．i‥√，グ… 

本町5－12－15　　日11：30～15：30（LO15：00）、17：30－23：00（し022：00） 

042－403－2176田日曜 



○ヴァン・＿ド・リュ 
江戸乗京野菜のフレンチ井￥1．000 

■　江戸東京野菜だけが入った、パジ 

‾■‾一、‾・　　とル風味のフレンチ丼。自家製ケーキ 

ニよン十二　とコーヒー付きでも J ・」一二■‾■障憲0；．日，．‥ 

01TALIやN甲竺＿＿些ウ0妄言茅：古ぎ‾ル 

江戸束京野菜と鰭のカフスミハウターのハスタ￥1．100 　　　云江戸棄京野菜の素材を活かし、香 

㊨＿」崇慧…渠！？ラスミパウ 
，・・・・＿寸）・．す 

本町1－16－8　　　田月～金18：00～26：00、土日祝17：00へ・25：00 

042－387－8100【遍不定休 

○カフェ自然舘 
かき揚げ山海サラダ井　￥680 

江戸東京野菜とエビ、ホタテのか 

i　：き揚げ丼。日替わりの小鉢と汁付 l 

本町1－15－18　　　日11：00～17：00 

042－387－7076【ヨ日曜 

○新小金井亀屋 
秋の菜莫シリーズ　￥160～ 

喜　甘く炊いた江戸棄京野菜を和菓子 l …－・や職華墓誌憲変わった ：▼「 

こ謹話巌．チ・ 
東町4－8－15　　　日10：00～20：00 

042－381－3074【ヨ不定休 

○コガネイキッチンWAl 
江戸東京カレー￥900 

；ビーフカレーをベースに江戸東京 
■　野菜を加え、小金井有機野菜サラ 

喜感染’■‾貢筆意 

・。ござ　　ノ十　　・・・■＿ナ∴′■： 

本町6－5－3シャトー小金井1F白17：00～24：00 

042－301－8160　　　　　田不定休 

○チェリオ 
江戸薫京野菜のグラタン￥750 

江戸棄京野菜の風味、食感を自家 
・製ホワイトソース仕様のグラタンで 

．．　■　‘－　　　ヽ 

′　‾　　　l■　　　・ 　　　　　⊇　味わって下さい。 

＿－＿　－．扇■■■⊆蒜二、三・‘： 

本町1－20－3　　　El18こ00～25：00　※料理販売価格の他にチャージ料 

042－30ト3555　位火曜　　　　　（500円・税別）がかかります。 

○くりやぶね 
江戸の吹き寄せどんぶり　￥900 

■香気…≡器器…渠三雲 

1丘二二・・’※無くなり次第終了 
・‾i：・＿‾i‥・・．オ・ 

本町ト12－6　　　日11：00－17：00 

042－388－3027【ヨ土曜・日曜・祝日 

○サクラキッチン 
江戸棄京野菜の漬物茶漬　￥650 

■　　　一一ii－　　　琴　美味しい庄内米に江戸薫京野菜等 

l ；の自家製漬物をのせた丼に京都の 

；番茶をかけてどうぞも 　※水曜～日曜夜のみ提供 　※月曜は通常ランチと惣菜販売のみ 鑓選馳′三十い．多∴i L．司 」■膚 

梶野町4－17－7たからやビル1F臼11：30－14：00（し0）、水土日17：30～21：00（し0） 

042－316－3336　　　　　大金17：30～22：00（LO）田火曜、祝日、その他不定休 

○黄金や 
江戸薫京野菜と小エビのかき揚げ温うどん　￥800 

l ：江戸東京野菜たっぷりの大かき揚 

東町4－42－21　　6日1：30～18：00 

○北海道料理コタ？ 
タラJモガ二黄金井￥1．480 

・活タラバと若数の子、八方だしに 

ノ準古さ　言三三諾≡霊冨雷三井0いか 

I‾■写什■　　　　※一日限定10食、昼のみ提供 

▲三軍　ゴi 
：・＿ナ・・′‥ 

東町5－3－4　　　　日11：30－22：00　※ランチ11：30～14：00 

042－384－3116　田月曜 

○コミュ二千1カフェ湧 
グリーンカレー　￥650 

．湧の人気メニュー、グリーンカレー 

」に伝統大蔵大根と伝捌、松葉を加 

本町6－5－3シャトー小金井1F　日火木12：00－14：00 

042－386－5359　　　　　【ヨ月曜・水曜・金確～日曜 

〇千料理れいこ 
和風カレー井　￥650 

、・・・∴≡諾器の入った和風のお味 

l 】 

本町1－15－10　　　∈ill：30～14：00、18：∝ト′24：00 

042－383－9458　四日確・祝日 

○たつみや 
体あたたまる親子井￥750 

【 

前原町4－18－24　　日18：00～22：30 

042－383－1769：田月曜（祝日の場合は翌火曜） 

○堅些DIN川G彩竺＿＿＿Ⅷ 
ブリとアボガドの塩辛金井￥850 

．脂ののったブリとアボガドと江戸 
l 

東町小38－17水沢ビル1F　日18：00～25二00 

042－381－3166　　　　田不定休 

小金井タウンショップ黄金や

東町4－42－21　　団10：00～20．00

042－316－1833　回日曜



歓の巷金井フ吋軸店マップ
小金井産の江戸東京野菜盲味わう
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軸物e
．呈lコ　■べl

先着120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丼を食べ、アンケートに答えると、

スタンプが1つもらえます。スタンプを4つ集めると「こきんちゃんがまぐち」ま

たは「こきんちゃんクリアホルダー（2種セット）」または「こきんちゃんモバイルア

クセサリー」を先着100名さまに、8つ集めると「こきんちゃんぬいぐるみ」を先着

20名様に交換していただけます。

／モ1枚の台紙に同一店舗のスタンプか2つ以上入っている場合、無効となります

∴4つ以上のスタンプを装める際は、台紙を2枚以上お催いください－

一騨j　　　帖
●

巌こ託ち芸ん　高こ三言右崩to正三16－1762

二IL二コ

宗晶交換場所：黄金井（こかね）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：10．00～1700（土曜・日曜・祝日は休み）

l工■

こきんちゃん1－

クリアホルダー

日射］
ニ　　　　∪

啓

励′蒜井新橋　●
南小　やまべ♂●●

撃恕公園
仁枚楠野川公園
1－　1ヰ

珍

小金井タウンショップ

黄金や（こがねや）
参加店の情報、

小金井のお散歩お勧め

情報などをご用意

どうぞお立ち寄りください。

小金井市商工会運営

小金井市東町4r42－21TEL／FAX．042－316－1833

営業時間10：00～20：00定休日：日曜

東小金井駅南口駅前（昭和信用金庫東小金井支店駐車場内）

http：〟www．kogane－ya・COm／
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