とうきょう特産食材使用店登録一覧
所在地

別紙

店舗名

業態

楠公レストハウス

その他

chef'sＶ丸ビル店

洋

ベルジアンビアカフェ
アントワープセントラル

洋

浅草銀鯱 東京駅店

和

ジャックポット 丸の内

洋

ジャックポット 国際ﾋﾞﾙ店

洋

やきとり都夏 大手町店

和

mikuni MARUNOUCHI

洋

銀座 壮石

和

ベルジアンビアカフェ
アントワープシックス

洋

千代田区

ビストロ クゥイエット デュ ブーケ 洋
中央区

港区

新宿区

住所
千代田区皇居外苑1-1
千代田区丸の内2-4-1
丸ビル5Ｆ
千代田区丸の内2-7-3
東京ビルＴＯＫＩＡ B1Ｆ
千代田区丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワーＢ1

千代田区丸の内2-3-1
三菱商事ビルディングＢ1Ｆ
千代田区丸の内3-1-1
国際ビルＢ1Ｆ
千代田区大手町1-3-2
カンファレンスセンターＢ1Ｆ
千代田区丸の内2-6-1
丸の内ブリックスクエア2階
中央区銀座5-14-14
サンリット銀座ビル2-201
中央区銀座8-2-1
ニッタビル1階
中央区日本橋本石町3-2-5
マレ本石ビル2Ｆ

電話番号

HP

03-3231-0878

http://www.fng.or.jp/

03-5288-9005

http://www.chefsv.com/

03-5288-7370

http://www.belgianbeercafe.jp/

03-3287-0039

なし

03-6267-0008

http://www.jack-pot.co.jp/

03-6213-0007

http://www.jack-pot.co.jp/

03-6213-0088

http://www.jack-pot.co.jp/

03-5220-3921

http://www.mikuni-marunouchi.jp

03-6228-4659

http://nishitani-sushi.com/

03-5568-0091

http://www.belgianbeercafe.jp/

03-5203-8040

なし

玉ひで

和

中央区日本橋人形町1-17-10

03-3668-7651

http://www.tamahide.co.jp

ヴァンピックル銀座

洋

中央区銀座4-3-4
銀座屋酒店ビル2F

03-3567-4122

http://www.auxamis.com

日本橋ゆかり

和

中央区日本橋3-2-14

03-3271-3436

なし

てん茂

和

中央区日本橋本町4-1-3

03-3241-7035

http://www.tenmo.jp

Ｔてぃ

和

港区愛宕1-5-3

03-5777-5557

http://www.tasaki-shinya.com

和食 清水
（東京プリンスホテル）

和

港区芝公園3-3-1
東京プリンスホテル1Ｆ

03-3432-1143

http://www.princehotels.co.jp/tokyo/restaurant/shi
mizu/index.html

カフェ＆バー グラヴィス

洋

港区虎ノ門3-17-7平井ﾋﾞﾙ1Ｆ

03-5733-5220

http://www.gravis.co.jp/

リストランテ アクアティコ

洋

03-3560-1806

http://www.acquatico.jp

デリリウムカフェ レゼルブ

洋

03-5545-7730

http://www.deliriumcafe.jp

ジャックポット 汐留

洋

03-6252-3655

http://www.jack-pot.co.jp/

ジャックポット 品川

洋

03-5780-6955

http://www.jack-pot.co.jp/

ラ・ベファーナ 汐留店

洋

03-5537-0414

http://www.jack-pot.co.jp/

東京愛らんど

その他

03-5472-6559

http://www.islands-net.metro.tokyo.jp/

やきもの屋いーと

その他

新宿区新宿2-13-6

03-3355-8285

http://www.i-to.jp/

オテル・ドゥ・ミクニ

洋

新宿区若葉1-18

03-3351-3810

http://www.oui-mikuni.co.jp

エノテカピッツェリア スタジオーネ 洋

新宿区神楽坂3-1
クレール神楽坂5Ｆ

03-6457-5330

http://kagurasta.kaga-ya.com/

居酒屋 志ろう

和

新宿区歌舞伎町1-6-1

03-3209-8435

http://r.gnavi.co.jp/g708800/

亀戸升本 新宿店

和

03-3346-2161

http://www.masumoto.co.jp

ジャックポット 新宿

洋

03-5312-0345

http://www.jack-pot.co.jp/

エカイエＪＰ

洋

03-5919-3880

http://www.jack-pot.co.jp/

ごまや 新宿東口店

和

03-5367-5561

http://www.jack-pot.co.jp/

ごまや 新宿三丁目店

和

03-5269-8158

http://www.jack-pot.co.jp/

なごみ玄菜

和

03-5338-3457

なし

おでん玄菜

和

03-3371-5661

なし

港区赤坂2-8-12
デュオ・スカーラ赤坂１F
港区赤坂5-3-1
赤坂Ｂｉｚタワー1F
港区東新橋1-8-2
カレッタ汐留キャニオンテラス2Ｆ
港区港南2-16-3
品川ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰｸﾞﾗﾝﾊﾟｻｰｼﾞｭＢ1Ｆ
港区東新橋1-8-2
カレッタ汐留キャニオンテラス2Ｆ
港区海岸1-12-2
竹芝客船ターミナル内

新宿区西新宿2-1-1
三井ビル地下1階
新宿区新宿3-12-2
安室ビル1Ｆ
新宿区新宿3-12-1
佐藤ビル1Ｆ
新宿区新宿3-18-4
セノビル3Ｆ
新宿区新宿3-4-1
カルムビル5Ｆ
新宿区西新宿7-11-15
ミヤコビル1階
新宿区西新宿7-10-20
第二日新ビル1Ｆ
1

所在地

店舗名

業態

串焼き・大皿料理 玄菜

和

玄菜壱上

和

浅草銀鯱 本店

和

住所
新宿区西新宿7-10-11
第二伊藤ビル1F
新宿区西新宿7-10-19
西新宿ビルＢ1

電話番号

HP

03-3371-7533

なし

03-3369-5110

なし

台東区浅草1-17-5

03-3841-2775

なし

WafflecafeY&Bａｒｄｅ Espana La Y 洋

台東区松が谷2-25-5-1Ｆ

03-6909-8811

http://www.waffle-cafe-y.com/

墨田区

押上よしかつ

和

墨田区業平5-10-2

03-3829-6468

http://ggyao.usen.com/0002137079/

江東区

亀戸升本 本店

和

江東区亀戸4-18-9

02-3637-1533

http://www.masumoto.co.jp

品川区

品川菓匠 孝庵

洋

品川区北品川2-30-27-1Ｆ

03-3471-6395

http://www.kyo-an.net/

かき小屋ジャックポット 祐天寺

和

目黒区五本木2-13-2

03-5768-3069

http://www.jack-pot.co.jp/

03-5731-6600

http://www.sweets-forest.com

03-5731-6600

http://www.sweets-forest.com

03-5731-6600

http://www.sweets-forest.com

新宿区

台東区

目黒区

自由が丘スイーツフォレスト
パティスリー アンファンス
自由が丘スイーツフォレスト
アローツリー
自由が丘スイーツフォレスト
ベリーベリー

洋
洋
洋

目黒区緑が丘2-25-7
ラ・クール自由が丘2F
目黒区緑が丘2-25-7
ラ・クール自由が丘2F
目黒区緑が丘2-25-7
ラ・クール自由が丘2F

七つの水仙

洋

世田谷区経堂2-10-10

03-3427-0414

http://suisen.setagaya-1.net/

亜細亜食堂 サイゴン上町店

その他

世田谷区世田谷3-3-5

03-3420-5581

http://saigon818.com/

下北沢ジャックポット

洋

世田谷区北沢2-2-4

03-3412-6900

http://www.jack-pot.co.jp/

ラ・ベファーナ 下北沢店

洋

世田谷区代田5-31-3

03-3411-9500

http://www.jack-pot.co.jp/

都夏

和

世田谷区代沢5-29-16

03-3410-8237

http://www.jack-pot.co.jp/

世田谷区 分福

和

世田谷区北沢2-20-2

03-3410-5260

http://www.jack-pot.co.jp/

雷や

和

世田谷区北沢2-19-13
斉藤ビル1Ｆ

03-3413-0452

http://www.jack-pot.co.jp/

トムズ製麺

その他

世田谷区代沢5-36-13

03-3414-5206

http://www.jack-pot.co.jp/

イル・カントゥッチョ

洋

03-3414-0456

http://www.jack-pot.co.jp/

八分目 下北沢店

洋

03-3487-7412

http://www.jack-pot.co.jp/

せたがやファーム

洋

03-3700-1313

http://www.setagayafarm.com

GREEN GRILL

洋

03-3486-7280

http://www.chefsv.com/

ジャックポット 恵比寿

洋

渋谷区恵比寿西1-13-2

03-3476-5560

http://www.jack-pot.co.jp/

ごまや 渋谷店

和

渋谷区道玄坂2-25-13
松原ビルＢ1Ｆ

03-3770-8158

http://www.jack-pot.co.jp/

ビストロ 八詩

洋

渋谷区宇田川町38-8

03-3496-8009

http://www.jack-pot.co.jp/

農園レストラン みやもとファーム その他

練馬区高松2-15-18

03-3577-3929

http://www.miyamotofarm.com

むさしのエン座

和

練馬区石神井町5-12-16
石神井公園ふるさと文化館内

03-3995-1577

http://www.udon-enza.com/

江戸川区 そば処 長寿庵

和

江戸川区西一之江3-29-5

03-3654-6739

http://www.chojuan.com/

042-656-6730

http://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

042-656-6730

http://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

042-656-6730

http://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

042-656-6730

http://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

042-656-6730

http://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

042-548-1111

http://www.tachikawa-wh.com/cafe/

042-527-3435

http://ameblo.jp/tachikawa-stolas/

渋谷区

練馬区

中国料理 南園
（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ八王子）
レストラン ル クレール
（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ八王子）
鉄板焼 やまなみ
八王子市
（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ八王子）
ロビーラウンジ
（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ八王子）
メインバー プラフォン
（京王ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ八王子）
カフェ・ド・パリ
（立川ワシントンホテル）
立川市
RestaurantBar STOLAS

その他
洋
その他
洋
洋
洋
洋

世田谷区北沢2-19-13
斉藤ビル2Ｆ
世田谷区北沢2-4-10
プラザ花1Ｆ
世田谷区用賀4-5-15
プラグインガーデン2Ｆ
渋谷区渋谷1-23-16
cocotiビル3Ｆ

八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子2Ｆ
八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子2Ｆ
八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子15Ｆ
八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子1Ｆ
八王子市旭町14-1
京王プラザホテル八王子2Ｆ
立川市柴崎町3-7-16
立川ワシントンホテル3Ｆ
立川市曙町2-30-5
ロイヤル曙ビル101
2

所在地

立川市

店舗名

業態

住所

電話番号

HP

手打ち蕎麦 萱草庵

和

立川市富士見町1-15-7

042-528-2424

http://kanzouan.p1.bindsite.jp/index.html

中国料理 五十番

その他

立川市錦町1-4-5

042-522-7472

http://www.annex-tachikawa.com/gojyuban/

042-540-0229

http://www.meat-c.co.jp/

042-527-1111

http://www.palace-t.co.jp

042-527-1111

http://www.palace-t.co.jp

042-527-1111

http://www.palace-t.co.jp

042-527-1111

http://www.palace-t.co.jp

七厘牛タン
ＤＡＮＲＡＮ亭 立川店
レストラン イル・ペペ
（パレスホテル立川）
鉄板焼 明日香
（パレスホテル立川）
和食堂 欅
（パレスホテル立川）
中国料理 瑞麟
（パレスホテル立川）

その他
洋
その他
和
その他

立川市柴崎町3-10-4
コーラル立川1Ｆ
立川市曙町2-40-15
パレスホテル立川1F
立川市曙町2-40-15
パレスホテル立川1F
立川市曙町2-40-15
パレスホテル立川2F
立川市曙町2-40-15
パレスホテル立川2F

武蔵野市 ラ・ベファーナ 吉祥寺店

洋

武蔵野市吉祥寺南町1-10-11

0422-71-4800

http://www.jack-pot.co.jp/

三鷹市

森の食堂

その他

三鷹市野崎3-21-18
㈱テトテト1Ｆ

0422-30-9066

http://blog.akyrise.jp/morisyoku/

Dining&Gallery繭蔵

その他

青梅市西分町3-127

0428-21-7291

http://www.mayugura.com

いもうとや

和

青梅市御岳1-2-5

0428-78-7230

http://www.mamagotoya102.com/

小金井市 broom＆bloom

洋

小金井市前原町3-40-20
小金井ビューハイツ106

042-384-0883

http://www.yadocarism.com

東村山市 鮨孝 東村山

和

東村山市本町2-6-25

042-395-0522

http://www.sushiten.com/tokyo/sushiko

国分寺市 シエル ドゥ リヨン

洋

国分寺市光町1-39-21
ﾏｰｷｭﾘｰﾏﾝｼｮﾝ1F

042-580-1026

なし

福生市

シュトゥーベン・オータマ

洋

福生市福生785

042-551-1325

http://www.otama.co.jp/

亜細亜食堂 サイゴン狛江店

その他

狛江市和泉本町1-3-1

02-3430-5186

http://saigon818.com/

イタリア食堂 Vino uno

洋

03-3430-4884

http://www.vino-uno.com

私房菜 福福

その他

03-5761-5571

なし

クレッシェレ

洋

羽村市五ノ神4-15-11-1Ｆ

042-578-3368

http://cordialita.com/

初後亭

和

あきる野市三内字初後233

042-596-0541

http://www.gws.ne.jp/home/shogotei/

割烹 川波

和

あきる野市留原785

042-596-4456

http://www.kawanami.net/

石臼挽手打蕎麦 いぐさ

和

あきる野市雨間673-4

042-558-8590

http://blogs.yahoo.co.jp/amemasoba

黒茶屋

和

あきる野市小中野167

042-596-0129

http://www.kurochaya.net

観光旅館 三頭山荘

和

西多摩郡檜原村数馬2603

042-598-6138

http://www.mitou-sansou.com/

アースガーデン

洋

西多摩郡奥多摩町白丸361-1

0428-85-5101

http://www.okutama-earthgarden.com/

どんぐりんこのテラス

その他

西多摩郡奥多摩町川井54-1

0428-74-9515

http://dongrinco.blog109.fc2.com/

みやぎ

和

西多摩郡奥多摩町氷川207

0428-83-2572

なし

鳩の巣釜めし

和

西多摩郡奥多摩町棚沢375

0428-85-1970

http://www.okutama.gr.jp/kojin/eat/hato̲kama/ind
ex.html

青梅市

狛江市

羽村市

狛江市元和泉1-8-12
泉の森会館1Ｆ
狛江市和泉本町1-2-15
石田ビル1F

あきる野市

檜原村

奥多摩町

3

