
武蔵野市くらし地域応援券
飲食店リスト

店名 ジャンル 町名 電話番号 テイクアウト デリバリー

吉祥寺おすしやさん 寿司 吉祥寺北町 1丁目 0422-21-4124 🔴 🔴
◆ 米粉のお菓子屋リリアン カフェ 吉祥寺北町 1丁目 0422-29-3082 🔴

さくら庵 和食 吉祥寺北町 1丁目 0422-21-6231 🔴
更科 そば 吉祥寺北町 1丁目 0422-22-0691 🔴
四歩 カフェ 吉祥寺北町 1丁目 0422-26-7414 🔴

BAKAWARAI じゅん粋 居酒屋 吉祥寺北町 1丁目 0422-20-3550

やきとり門傳 吉祥寺店 焼き鳥 吉祥寺北町 1丁目 0422-27-6585 🔴
龍華 中華料理 吉祥寺北町 1丁目 0422-22-5679 🔴

助六寿司 寿司 吉祥寺北町 2丁目 0422-22-3349 🔴 🔴
◆ BAR REALTA バー 吉祥寺北町 2丁目 0422-27-6198

味の民芸 吉祥寺北町店 和食めん処 吉祥寺北町 4丁目 0422-55-0953 🔴 🔴
そば処新海 そば 吉祥寺北町 4丁目 0422-52-4568

パールブーケ ベーカリーカフェ 吉祥寺北町 4丁目 0422-54-5127 🔴
やさい食堂 七福 和食 吉祥寺北町 4丁目 0422-52-7828 🔴

home coffee and food カフェ 吉祥寺北町 5丁目 080-4330-9831 🔴
美好野そば店 そば 吉祥寺北町 5丁目 0422-51-5862

こうた 焼肉 吉祥寺東町 1丁目 0422-23-1220

ティンパーノ イタリア料理 吉祥寺東町 1丁目 0422-27-5970

◆ 晩酌や月 江戸料理とそば 吉祥寺東町 1丁目 0422-27-5589

ひまり屋吉祥寺 居酒屋 吉祥寺東町 1丁目 0422-21-6818 🔴
増田屋 そば屋 そば 吉祥寺東町 2丁目 0422-21-4321 🔴 🔴
ウッドストック カフェ 吉祥寺東町 4丁目 0422-21-3338

ラ・プティット・シュルプリーズ カフェ 吉祥寺東町 4丁目 0422-90-9802 🔴
AZABU屋 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-45-5661 🔴 🔴

【大型店】アトレ 吉祥寺店 吉祥寺南町 1丁目

青山フラワーマーケット ティーハウス アトレ吉祥寺店 カフェ 0422-22-1492

いしがまやハンバーグ アトレ吉祥寺 ハンバーグ 0422-22-1678 🔴 🔴
梅丘寿司の美登利 アトレ吉祥寺店 寿司 0422-22-1652 🔴 🔴
オリーブハウス 吉祥寺アトレ店 洋食 0422-22-2308 🔴

カフェ＆ブックス ビブリオテーク 東京吉祥寺 カフェ 0422-22-1495 🔴 🔴
カフェ ド 銀座みゆき館 アトレ吉祥寺店 カフェ 0422-22-1491 🔴

がブリチキン。 アトレ吉祥寺店 居酒屋 0422-27-1348 🔴 🔴
牛たん炭焼 利久 アトレ吉祥寺店 牛タン 0422-22-1657 🔴 🔴

クラフトビアマーケット アトレ吉祥寺店 居酒屋 0422-22-1414

コーヒースタイルUCC アトレ吉祥寺店 カフェ・コーヒー 0422-27-5748 🔴
ゴンチャ アトレ吉祥寺店 台湾ティーカフェ 0422-22-1519 🔴

Sign KICHIJOJI（サイン キチジョウジ） カフェ 0422-27-1549 🔴 🔴
シナボン/シアトルズベストコーヒー アトレ吉祥寺店 ベーカリーカフェ 0422-22-1503 🔴 🔴

スターバックスコーヒー アトレ吉祥寺店 コーヒー 0422-22-2059 🔴 🔴
だし茶漬け えん アトレ吉祥寺店 お茶漬 0422-22-1509 🔴 🔴
タリーズコーヒー アトレ吉祥寺店 コーヒー 0422-22-2247 🔴

ドンク アトレ吉祥寺店 ベーカリーカフェ 0422-21-2422 🔴
ハーブス アトレ吉祥寺店 カフェ 0422-22-2398 🔴

パティスリー エ カフェ ア・ラ・カンパーニュ 吉祥寺店 カフェ 0422-27-5778 🔴
韓美膳ハンビジェ アトレ吉祥寺店 韓国料理 0422-22-1676 🔴

ミカフェート アトレ吉祥寺店 コーヒー 0422-22-1487 🔴
いせや 公園店 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-43-2806 🔴

井の頭吉祥ダイニング ダイニング 吉祥寺南町 1丁目 0422-47-0928

ウッドベリーズ 本店 スイーツ 吉祥寺南町 1丁目 0422-48-3315 🔴
Osteria bar the passion イタリア料理 吉祥寺南町 1丁目 0422-26-8387 🔴

階段ノ上ノ食堂 定食 吉祥寺南町 1丁目 🔴

令和4年3月29日時点　(町名別、あいうえお順)
　　　　●デリバリーについては、お店が直接配達する場合にのみ応援券が使えます。
　　　　●デリバリーサービス代行業者による配達には使えません。詳しくは店舗にご確認ください。

●テイクアウト（持ちかえり）　●デリバリー（出前）
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勝手にサワ― 白木屋 吉祥寺南口駅前店 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-71-5388 🔴 🔴
キャンティ セテ イタリア料理 吉祥寺南町 1丁目 0422-71-3359 🔴

餃子番長炎のもつ家 甚家 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-26-8975 🔴
金のバル SALVA 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-26-8981 🔴

◆ 黒豚しゃぶしゃぶあじと 南口店 和食 吉祥寺南町 1丁目 0422-40-5096 🔴
米◯ 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-24-9222 🔴

coromo-cya-ya カフェ 吉祥寺南町 1丁目 0422-26-5889 🔴
庄三郎 そば 吉祥寺南町 1丁目 0422 47 3367

食彩工房 舎人 吉祥寺 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-46-2818 🔴
鮨藤 寿司 吉祥寺南町 1丁目 0422-43-3326 🔴 🔴

チーナテリアハナヤ 吉祥寺 中華・イタリア料理 吉祥寺南町 1丁目 0422-69-2615 🔴 🔴
千尋 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 0422-45-0095

手打ちそば処ほさか そば 吉祥寺南町 1丁目 0422-48-2118 🔴
テッパンオヤジ 居酒屋 吉祥寺南町 1丁目 090-3094-2659

◆ 天下寿司 吉祥寺店 回転寿司 吉祥寺南町 1丁目 0422-49-2366 🔴
Bistro 1048 ステーキ 吉祥寺南町 1丁目 0422-26-8629 🔴

VILLA  MAGNOLIA イタリア料理 吉祥寺南町 1丁目 0422-24-7361

First Piece ダーツバー 吉祥寺南町 1丁目 0422-24-6528

福寿司 寿司 吉祥寺南町 1丁目 0422-48-4392 🔴 🔴
【大型店】丸井 吉祥寺 吉祥寺南町 1丁目

Meet Fresh 鮮芋仙 台湾スイーツ 吉祥寺南町 1丁目 0422-27-5939 🔴 🔴
一〇八抹茶茶廊 抹茶＆スイーツ 吉祥寺南町 1丁目 0422-24-9108 🔴 🔴

オリジナルパンケーキハウス 吉祥寺店 パンケーキ・カフェ 吉祥寺南町 1丁目 0422-26-6378 🔴 🔴
Cafè & Meal MUJI 丸井吉祥寺 カフェ 吉祥寺南町 1丁目 0422-72-8180 🔴

クリスピークリームドーナツ 丸井吉祥寺店 ドーナツ 吉祥寺南町 1丁目 0422-29-8203 🔴 🔴
the 3rd Burger 丸井吉祥寺店 ハンバーガー 吉祥寺南町 1丁目 0422-29-9533 🔴 🔴

焼き鳥屋てら 吉祥寺本店 焼き鳥 吉祥寺南町 1丁目 0422-29-9950 🔴 🔴
ゆりあぺむぺる カフェ 吉祥寺南町 1丁目 0422-48-6822

◆ ラベファーナ 吉祥寺店 ピッツェリア 吉祥寺南町 1丁目 0422-71-4800 🔴 🔴
Ristorante Primi Baci（リストランテ プリミ バチ） イタリア料理 吉祥寺南町 1丁目 0422-72-8202 🔴

anjir フランス料理 吉祥寺南町 2丁目 0422-76-3609 🔴 🔴
イルキャンティ 吉祥寺 イタリア料理 吉祥寺南町 2丁目 0422-48-2270 🔴

魚秀 禅 居酒屋 吉祥寺南町 2丁目 0422-41-5133 🔴
うなぎ 志乃ざき 吉祥寺店 うなぎ・和食 吉祥寺南町 2丁目 0422-26-8839 🔴 🔴

おどり 和食 吉祥寺南町 2丁目 0422-26-9950

CAFE ZENON & ZENON SAKABA カフェ・居酒屋 吉祥寺南町 2丁目 0422-27-2275 🔴
カフェ ミミ カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-42-2142 🔴
喜久寿司 寿司 吉祥寺南町 2丁目 0422-43-0131 🔴

吉祥寺じぃま 居酒屋 吉祥寺南町 2丁目 0422-41-1552 🔴 🔴
吉祥寺ホルモン 焼肉 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-6388 🔴 🔴

【大型店】キラリナ 京王吉祥寺 吉祥寺南町 2丁目

おむすび権米衛 京王吉祥寺店 おむすび 吉祥寺南町 2丁目 0422-43-3602 🔴 🔴
カレーショップC＆C キラリナ京王吉祥寺店 カレー 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-6069 🔴 🔴

キャラメルゴーストパーティー/

キャラメルゴーストハウス  キラリナ京王吉祥寺店
カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-29-8581 🔴

スープストック トーキョー キラリナ京王吉祥寺店 スープ 吉祥寺南町 2丁目 0422-29-8256 🔴 🔴
スターバックスコーヒー キラリナ京王吉祥寺店 カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-70-2755 🔴 🔴

椿屋カフェ キラリナ京王吉祥寺店 カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-72-7717 🔴 🔴
ナナズグリーンティー カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-29-8750 🔴

発酵バター専門店 HANERU & POPUP SHOP 洋菓子 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-8110 🔴
ハッピーレモン 台湾茶カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-7114 🔴

ベーカリー＆カフェ ルパ 吉祥寺店 カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-7162 🔴
Made in ピエール・エルメ カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-29-8477 🔴

ラ・メゾン アンソレイユターブル カフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-8213 🔴
しなのや そば 吉祥寺南町 2丁目 0422-46-2262 🔴 🔴

二代目かくみ 焼き鳥 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-7849 🔴
日本料理 菘 和食 吉祥寺南町 2丁目 0422-26-9972 🔴
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ぴかそ スナック・バー 吉祥寺南町 2丁目 0422-42-5222

ファンキー原田3 居酒屋 吉祥寺南町 2丁目 0422-46-4565

プティット メルヴィーユ フランス料理 吉祥寺南町 2丁目 0422-48-1541

Berry coco フルーツ創作料理 吉祥寺南町 2丁目 0422-26-9354 🔴
北海道物産 吉祥寺 海鮮料理 吉祥寺南町 2丁目 0422-71-7161

やぶ浅 そば 吉祥寺南町 2丁目 0422-43-5508 🔴
笑ウ鴨ニハ福来ル（ワラガモ） 鴨料理 吉祥寺南町 2丁目 0422-24-9383 🔴 🔴

ONE'S OWN TIME シーシャカフェ 吉祥寺南町 2丁目 0422-26-9069

きらきら星 イタリア料理 吉祥寺南町 4丁目 0422-26-9089 🔴
寿司銀 寿司 吉祥寺南町 4丁目 0422-44-8372 🔴 🔴

焼肉きんぐ 吉祥寺店 焼肉 吉祥寺南町 4丁目 0422-26-7805

Cafe＆Bar ロマンチスト☆テイスト カフェバー 吉祥寺南町 5丁目 070-8375-2291 🔴
松月庵 そば 吉祥寺南町 5丁目 0422-44-4721 🔴

あかつき 焼肉 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2032 🔴 🔴
味乃宮川 和食 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-1081 🔴

アヒルビアホール ビアレストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-6811

いせや 北口店 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-8577 🔴
◆ 板蕎麦 ちどり 和食 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-7707 🔴
◆ インド料理 スワガット インド料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-69-2030 🔴 🔴
◆ 魚秀 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-1233

ウッドベリーズマルシェ スイーツ 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-1981 🔴
エイヒレ 和食居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-0446

戎ビアホール吉祥寺 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-2301 🔴
エプロン おでん居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-5334

海鮮三崎港 吉祥寺ダイヤ街（回転寿司みさき） 寿司 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6840 🔴 🔴
片口 寿司居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-3066

カフェロシア ロシア・ジョージア料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-3200 🔴 🔴
カヤシマ 食事と酒 定食・酒 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-6461 🔴

カレーハウスCoCo壱番屋 吉祥寺サンロード店 カレー 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-3361 🔴 🔴
韓国伝統料理 ど韓 韓国料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-9663 🔴 🔴

キタノイチバ 吉祥寺北口駅前店 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-2488 🔴 🔴
吉祥寺 じげもんとん 居酒屋・ちゃんぽん 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6277 🔴 🔴

吉祥寺 翠蘭 中華料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-0605 🔴
吉祥寺 砂場 そば 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-9808 🔴

吉祥寺 モジョカフェ ダイニングバー 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2676 🔴
吉祥寺 八百屋バル 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5667 🔴 🔴

◆ 吉祥寺ぱすたかん お好み焼き 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-8660 🔴 🔴
【大型店】吉祥寺パルコ 吉祥寺本町 1丁目

カワラ カフェ＆キッチン 吉祥寺PARCO店 レストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2243 🔴
ザ シティ ベーカリー 吉祥寺パルコ カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-1070 🔴

サンデーブランチ 吉祥寺店 レストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-3636 🔴
スシロー 吉祥寺パルコ店 寿司 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-8460 🔴 🔴

スターバックスコーヒー 吉祥寺パルコ店 カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2502 🔴 🔴
ホテルショコラ 吉祥寺パルコ店 カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2550 🔴

吉祥寺みかづき酒房 和食居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-5252 🔴
吉祥なおきち カフェ 吉祥寺本町 1丁目 070-1399-7028 🔴

キリンシティ 吉祥寺店 ビアレストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-1187 🔴
銀座アスター 吉祥寺店 中国料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6381 🔴 🔴

クロスバー スポーツビールバー 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2710

COFFEE HALL くぐつ草 カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-8473 🔴
こころや 吉祥寺北口駅前店 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-7788 🔴 🔴

Cosi Cosi ワインバー 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5484

【大型店】コピス 吉祥寺 吉祥寺本町 1丁目

カプリチョーザ コピス吉祥寺店 イタリア料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6191 🔴
GODIVA コピス吉祥寺店 カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-6322 🔴 🔴

取消 善左衛門 そば 吉祥寺本町 1丁目 0422-29-7884

但馬屋珈琲店 コピス吉祥寺店 コーヒー 吉祥寺本町 1丁目 0422-29-0121 🔴
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【大型店】コピス 吉祥寺 吉祥寺本町 1丁目

ナマステ東京 吉祥寺店 インド料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2240 🔴
取消 紅虎軒 コピス吉祥寺 中華料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5066 🔴

momin stand コピス吉祥寺店 ジュース 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-2615 🔴
洋食屋さん＆café  らすぷーる 洋食 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-0877 🔴

取消 ラーメン進ちゃん ラーメン 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5835 🔴
LEMONADE by Lemonica コピス吉祥寺店 ジュース 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5526 🔴

サーティワンアイスクリーム 吉祥寺店 アイスクリーム 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-3485 🔴
酒処 はんなり 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-29-7458

THUMBS UP バー 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2572

◆ サンロード もがめ食堂 定食 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-4080 🔴
しゃぶしゃぶ温野菜 吉祥寺店 和食 吉祥寺本町 1丁目 0422-29-7829 🔴 🔴

寿香苑あまつぼ 焼肉 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-0573 🔴
ジンギスカン & BBQ酒場 Jolly-Pad 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-4175

◆ 鮨 寿兆 寿司 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-2322 🔴
鮨と肴 こばやし 和食(寿司) 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-3119 🔴

◆ ステーキハウス HERO’S 吉祥寺店 ステーキ・ハンバーグ 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6744 🔴 🔴
ステーキハウスさとう ステーキ 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-6464 🔴

◆ スパ吉 パスタ専門店 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-1126 🔴
創作中華酒房 幸宴 中華料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6904 🔴

そとまろ 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目

大衆酒場 長次郎 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-69-3570 🔴
◆ dapaidang 105（ダパイダン イチマルゴ）吉祥寺店 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-6088 🔴

タパス＆タパス 吉祥寺駅前店 イタリア料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-0993 🔴 🔴
中華街 吉祥寺 中華・広東料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-3070 🔴 🔴

中華食堂一番館 吉祥寺サンロード店 中華料理 吉祥寺本町 1丁目 042-223-6678 🔴
チョップスティックス 吉祥寺店 ベトナム料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-6060 🔴 🔴

珍来亭 中華料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-3842 🔴
築地玉寿司 吉祥寺店 寿司 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5012 🔴 🔴

◆ Di PUNTO 吉祥寺 居酒屋・イタリア料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-0072 🔴 🔴
てっちゃん吉祥寺 焼き鳥 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-6811

鉄板ニシムラ本店 鉄板焼き 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5820 🔴
ととまろ 和食居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-1096

鶏唐やまをんち 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-1275 🔴
軟骨専門店 Gristle Tokyo 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 090-3094-2659

肉バル酒場タントビーノ 肉バル 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-8805 🔴 🔴
◆ 日本酒庵吟の杜 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5698

ニワトリ 焼き鳥 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-2106

ねぎし 吉祥寺サンロード店 肉の定食 吉祥寺本町 1丁目 0422-28-5858 🔴
bar & kitchen eos バー 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-5109 🔴

Bar Ohana 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-9155 🔴
HARD SHAKE BAR 130 バー 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5772

バール ボガ イタリア料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-8570 🔴 🔴
◆ ハチイチホルモン 焼肉・ホルモン 吉祥寺本町 1丁目 050-1218-1291 🔴 🔴
◆ パノラマキッチン イタリア料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-90-3212

ハモニカキッチン 中華居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-5950

ハモニカ・クイナ タコライスとソーキそば 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-6607 🔴 🔴
Hawaiian Kitchen pupukea ハワイ料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2085 🔴 🔴

◆ Hidamari ワインバー 吉祥寺本町 1丁目 0422-69-2288

美とん とんかつ 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-8586 🔴
ひないや  吉祥寺店 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-1788 🔴 🔴

FUNKY レストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-1464

フランス懐石 懐鮮食堂 フランス料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-0111

BREAK TIME ベーカリーレストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-6712 🔴
ベッカライカフェ リンデ ドイツパン 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-1412 🔴

ボードゲームカフェロンドン カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-9225

ホープ軒本舗 吉祥寺店 中華そば 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-0530 🔴 🔴
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ポヨ バー 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-6151

MARU 魚貝旬菜 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-1569

ミスタードーナツ 吉祥寺サンロード ドーナツ 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-0153 🔴
ミュンヘン ビアレストラン 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-6861

みんみん 餃子・ラーメン 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-5015 🔴
モスクワ バー居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-5865

モスバーガー 吉祥寺サンロード店 ハンバーガー 吉祥寺本町 1丁目 0422-29-7055 🔴
もも吉 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-20-0345 🔴

焼肉 李朝園 焼肉 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-2901 🔴
焼肉洞 焼肉 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-8852 🔴 🔴
焼肉や 焼肉 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-6321 🔴

【大型店】ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺 吉祥寺本町 1丁目

クレコ (MOMI&TOY'S 吉祥寺店) 軽飲食 吉祥寺本町 1丁目 080-7611-6318 🔴 🔴
◆ ラ・クレアトゥーラ イタリアン 吉祥寺本町 1丁目 0422-28-4077 🔴

ルポ 居酒屋 吉祥寺本町 1丁目 0422-90-6588

【大型店】レンガ館モール 吉祥寺本町 1丁目

軼菁飯店 中華料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-22-2301 🔴
廻転まぐろ人 寿司 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-8075 🔴 🔴

韓味楽 韓国料理 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-5663 🔴
幸せのパンケーキ カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-21-2222 🔴

星乃珈琲店 吉祥寺店 カフェ 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-2871 🔴
まぐろ人 北店 寿司 吉祥寺本町 1丁目 0422-23-5739 🔴 🔴
Wine Room ワインバー 吉祥寺本町 1丁目 0422-27-5398 🔴

あぶり処 武蔵 居酒屋 吉祥寺本町 2丁目 0422-20-6343 🔴
アムリタ食堂 エスニック料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-23-1112 🔴

一圓 本店 ラーメン 吉祥寺本町 2丁目 0422-22-5919 🔴
ウィズパディ メキシコ料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-6532 🔴 🔴

花泉 和食 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-0056

割烹 みや田 和食 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-7646

かぶ菜 居酒屋 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-7514 🔴
◆ 吉祥寺 もがめ食堂 定食 吉祥寺本町 2丁目 0422-22-7983 🔴

吉祥寺越後屋 そば 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-1698

吉祥寺スパイラル イタリア料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-2393 🔴
吉祥寺第一ホテル 「アトリウム　ラウンジ」 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-9814

吉祥寺第一ホテル 寿司 「一寿し」 寿司 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-9816

吉祥寺第一ホテル 鉄板焼 「むさしの吉祥」 鉄板焼き 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-9813

吉祥寺第一ホテル バイキング 「パークストリート」 バイキング 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-9814

吉祥寺第一ホテル パティスリー「アンフィニ」 ベーカリー 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-9817 🔴
吉祥寺ばあど家 焼き鳥 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-6699 🔴 🔴

キチム カフェ 吉祥寺本町 2丁目 🔴
喫茶ロゼ カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-7572 🔴

Cat Cafe てまりのおうち カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-23-5503

Cat Cafe てまりのおしろ カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-5962

グルテンフリー専門店  Where is a dog? VEGAN 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-2812 🔴
COFFEE TALK（コーヒートーク） カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-2747 🔴

茶房 武蔵野文庫 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-22-9107 🔴
Salon de Patina イタリア・フランス料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-5081

下町のてっぱん焼 だるまや お好み焼き 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-1424 🔴
SHUTTERS 吉祥寺 イタリア料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-29-7000 🔴 🔴

食房 和錆 和食 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-1015 🔴
タイヒバン オーガニック料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-1392 🔴

TEA HOUSE はっぱ カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-29-2880

天ぷら 花れ 和食 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-1871 🔴
【大型店】東急百貨店 吉祥寺店 吉祥寺本町 2丁目

旭鮨総本店 吉祥寺東急百貨店９F店 寿司 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111 🔴
アフタヌーンティー・ティールーム 東急百貨店吉祥寺店 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111
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【大型店】東急百貨店 吉祥寺店 吉祥寺本町 2丁目

井の頭珈琲 東急百貨店 吉祥寺店 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111

梅の花（豆腐懐石）吉祥寺店 豆腐懐石 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111 🔴
果実園リーベル 東急吉祥寺店 フルーツパーラー 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111

神田まつや 吉祥寺店 そば 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111

牛兵衛 草庵 東急吉祥寺店 焼肉 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111 🔴
中国料理 點心茶室 吉祥寺店 中国料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111 🔴

名代とんかつ かつくら 東急百貨店 吉祥寺店 とんかつ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111 🔴
丸福珈琲店 東急吉祥寺店 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111

明治屋プロヴィジョンズ＆ワインズ 吉祥寺ストアー カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-5111

ナマステカトマンズ カレー 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-7010 🔴 🔴
八丈島 浜やん 居酒屋 吉祥寺本町 2丁目 0422-22-0422

P2B Haus Kichijoji クラフトビールレストラン 吉祥寺本町 2丁目 0422-77-7984 🔴 🔴
びいどろ 吉祥寺店 スペイン料理 吉祥寺本町 2丁目 042-222-7251 🔴 🔴

◆ FLIPPER'S 吉祥寺店 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-23-5979 🔴 🔴
北欧料理 ALLTGOTT(アルトゴット) 北欧料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-2338 🔴

◆ 麺ハチイチ/81 NOODLE BAR ラーメン 吉祥寺本町 2丁目 050-1428-8861 🔴 🔴
やき鶏おお川 焼き鳥 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-2263 🔴

やきとり処 Katsu 焼き鳥 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-0717 🔴
◆ やぐやKICHIJOJI 居酒屋 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-2936 🔴

月和茶 台湾料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-77-0554 🔴
◆ ヨシダゴハン 洋食 吉祥寺本町 2丁目 050-1122-8666 🔴 🔴
◆ ラクールカフェ カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-23-1518 🔴

リストランテ イマイ イタリア料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-22-2210

LIBERTE PATISSERIE BOULANGERIE 東京本店 カフェ 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-6593 🔴
◆ ル・ボンビボン フランス料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-21-2936

◆ レストラン ドス ガトス スペイン料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-22-9830

WORLD BREAKFAST ALLDAY 吉祥寺店 カフェレストラン 吉祥寺本町 2丁目 0422-27-6582 🔴 🔴
wine & Tapas Chill イタリア料理 吉祥寺本町 2丁目 0422-23-3160 🔴
雨の木なコーヒー カフェ 吉祥寺本町 3丁目 0422-27-8196 🔴

◆ cafe＆kitchen PANITA カフェ 吉祥寺本町 3丁目 0422-22-8448 🔴 🔴
Caldo Luce イタリア料理 吉祥寺本町 3丁目 0422-27-6161 🔴 🔴
ダメオパタカ 地中海料理 吉祥寺本町 3丁目 0422-21-8501 🔴

BLACKWELL COFFEE（ブラックウェル コーヒー） カフェ 吉祥寺本町 3丁目 0422-27-1481 🔴
うどん白石 うどん 吉祥寺本町 4丁目 0422-90-7286

◆ 蟹が得意な洋麺屋 PASTA 蟹料理、パスタ 吉祥寺本町 4丁目 0422-27-1466 🔴
カフェドレジェール カフェ 吉祥寺本町 4丁目 0422-55-9119 🔴

鮨まさ希 寿司 吉祥寺本町 4丁目 0422-27-6917 🔴 🔴
台湾茶房 桃李 台湾料理 吉祥寺本町 4丁目 0422-27-6333 🔴

◆ Bistrante SHAFT レストランバー 吉祥寺本町 4丁目 0422-27-5304

レストランペティヤン フランス料理 吉祥寺本町 4丁目 0422-27-7542

いせや 本店 居酒屋 御殿山 1丁目 0422-47-1008 🔴
吉祥じ和こん 和食 御殿山 1丁目 0422-26-7992

◆ 黒豚しゃぶしゃぶあじと 吉祥寺本店 和食・鍋物 御殿山 1丁目 0422ｰ72ｰ9622 🔴
すき焼 いせや 和食 御殿山 1丁目 0422-26-9451 🔴

八十八夜 和カフェ・レストラン 御殿山 1丁目 0422-24-9490 🔴 🔴
Balanca バー 御殿山 1丁目 0422-24-7633

momento イタリア料理 御殿山 1丁目 070-4002-5496 🔴 🔴
◆ 焼肉BARさんたま 吉祥寺店 焼肉 御殿山 1丁目 0422-24-6167

魚銀 三鷹北口駅前店 寿司 中町 1丁目 0422-36-7488 🔴 🔴
魚民 三鷹北口駅前店 居酒屋 中町 1丁目 0422-36-7288 🔴 🔴
欧風カレーイナバ 欧風カレー&ビストロ 中町 1丁目 0422-56-8078 🔴 🔴
Osteria Furbo イタリア料理 中町 1丁目 0422-39-8979 🔴 🔴

カフェ・ド・クリエ

武蔵野タワーズスカイゲートタワー店
カフェ 中町 1丁目 0422-56-8030 🔴

韓食苑 恭楽亭 韓国料理 中町 1丁目 0422-60-2929 🔴
コワーキングスペースBreath カフェ 中町 1丁目 0422-90-5847 🔴
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THE HAPPYmAN CHEAKS 居酒屋 中町 1丁目 0422-38-8776 🔴
シェアキッチンYELLow Lamp シェアキッチン 中町 1丁目 0422-90-5847 🔴

じげもんとん 三鷹店 ちゃんぽん 中町 1丁目 0422-27-7974 🔴 🔴
しゃぶ食べ 三鷹北口駅前店 しゃぶしゃぶ 中町 1丁目 0422-54-9488 🔴 🔴

白木屋 三鷹北口駅前店 居酒屋 中町 1丁目 0422-36-7188 🔴 🔴
中華料理 安楽 中華料理 中町 1丁目 0422-54-5533 🔴

手打ちそば 味のそば兵衛 そば 中町 1丁目 0422-54-0556 🔴
手打ちそば くまはら川 そば 中町 1丁目 0422-54-0607

取消 NICUTA レストラン 中町 1丁目 0422-57-3716 🔴
Bar Alley バー 中町 1丁目 0422-90-9676

パスタ&ワイン「とれたて食堂」 イタリア料理 中町 1丁目 0422-38-6761 🔴
ハモニカ横丁ミタカ 居酒屋 中町 1丁目 0422-38-9290

◆ 晩餐バール ダイニングバー 中町 1丁目 0422-52-8010

bistro amorph.（ビストロ アモルフ） フランス料理 中町 1丁目 0422-38-5137 🔴
Bistro  ideal ビストロ 中町 1丁目 0422-56-8078 🔴 🔴
bistro ju-ru ビストロ 中町 1丁目 0422-56-8585 🔴
ひな鳥ふじの 焼き鳥 中町 1丁目 0422-56-8441 🔴
福松 三鷹店 寿司・和食 中町 1丁目 0422-60-7708 🔴 🔴
ButaBaco ハンバーガー・ソーセージ 中町 1丁目 0422-69-2546 🔴 🔴

ブランブルー 軽食バー 中町 1丁目 0422-88-1719

ベーカリーカフェクラウン 三鷹店 ベーカリー 中町 1丁目 0422-53-9067 🔴
北海道魚萬 三鷹北口駅前店 居酒屋 中町 1丁目 0422-36-7388 🔴 🔴

ホルモンおいで屋 三鷹ホルモン おいで屋 居酒屋 中町 1丁目 0422-36-3288 🔴 🔴
ムサシノバル 三鷹店 バル、洋風居酒屋 中町 1丁目 0422-38-7388 🔴

目利きの銀治 三鷹北口駅前店 居酒屋 中町 1丁目 0422-54-7988 🔴 🔴
山内農場 三鷹北口駅前店 居酒屋 中町 1丁目 0422-52-3888 🔴 🔴

昜木屋 居酒屋 中町 1丁目 0422-27-8224 🔴
ライノスキッチン 居酒屋 中町 1丁目 0422-38-8974 🔴

ラザニ屋 三鷹ルイーズ店 イタリア料理・バー 中町 1丁目 0422-56-8377 🔴
Restaurant Entoutcas フランス料理 中町 1丁目 0422-56-8061

和ビストロTORETATE 和食 中町 1丁目 0422-27-7531 🔴
つけめん処あすなろ食堂 ラーメン 中町 2丁目 0422-77-7815 🔴

てら 三鷹店 焼き鳥 中町 2丁目 0422-60-3070 🔴
◆ ニューマハラジャ インド・ネパール料理 中町 2丁目 0422-52-8152 🔴

ブルーバード カフェ 中町 2丁目 0422-52-1277 🔴
フレッシュネスバーガー 三鷹北口店 ハンバーガー 中町 2丁目 0422-60-2510 🔴 🔴

武蔵野カンプス ピザ 中町 2丁目 0422-36-6218 🔴
ニンカフェ NING'S COFFEE カフェ 中町 3丁目 080-9827-5941 🔴

Pâtisserie  A.K Labo（エーケー ラボ） カフェ 中町 3丁目 0422-38-9727 🔴
yomo -羊毛- カフェ 中町 3丁目 0422-36-4063 🔴

レストランコワン 西洋料理 中町 3丁目 0422-53-5001 🔴
魚はま 日本料理 八幡町 1丁目 0422-52-3760 🔴 🔴

居酒屋ザキ屋 居酒屋 緑町 1丁目 090-6143-3799

エイトランド 定食 緑町 1丁目 0422-54-1620 🔴
キムライス 定食・焼き鳥 緑町 1丁目 0422-51-7624

◆ ごはん酒房 みどりのとまり木 創作家庭料理・酒場 緑町 1丁目 070-8354-5932 🔴
シェアキッチンMIDOLINO_ シェアキッチン 緑町 1丁目 0422-38-8457

◆ 酒彩処 花手毬 居酒屋 緑町 1丁目 0422-54-6673 🔴
スイス食堂ルプレ スイスチーズフォンデュ 緑町 1丁目 050-1069-0925 🔴

◆ 炭焼き酒家 焼肉「一」（ピン） 焼肉 緑町 1丁目 0422-53-7780

花ごよみ うどん 緑町 1丁目 0422-52-3377

BrightKitchens'
低糖質・

グルテンフリー惣菜
緑町 1丁目 080-6763-8493 🔴 🔴

ベラドンナ パティスリーカフェ 緑町 1丁目 0422-54-9212 🔴
宝龍 中華料理 緑町 1丁目 0422-54-2435 🔴 🔴

焼きとん焼きとり すぎはら
焼きとん・焼きとり

・お弁当
緑町 1丁目 0422-53-1751 🔴 🔴
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カフェ・ル・ブレ カフェ 緑町 2丁目 0422-54-5127 🔴
コムギキッチン 弁当 緑町 2丁目 0422-54-3772 🔴
さくらごはん 和洋食 緑町 2丁目 0422-56-8191 🔴

Challenge Shop ゆう＆あい カフェ 緑町 2丁目 0422-54-3311 🔴
ACQUA39（アクアトレンタノーヴェ） イタリア料理 西久保 1丁目 0422-38-6839 🔴

一圓 三鷹北口店（いちえん） 中華料理 西久保 1丁目 0422-54-9326 🔴
カレーハウスCoCo壱番屋 三鷹駅北口店 カレー 西久保 1丁目 0422-60-2339 🔴 🔴

◆ ジェーナスクリエイション カフェ 西久保 1丁目 0422-51-1480 🔴
SHIEGANO シェガーノ イタリア料理 西久保 1丁目 0422-56-1389 🔴

大黒屋 三谷店 ラーメン 西久保 1丁目 0422-54-9157 🔴
TARO’S KITCHEN（タローズ キッチン） ジャマイカ料理 西久保 1丁目 080-4349-9089 🔴 🔴

和みハンバーグダイニング kenbo ハンバーグ・創作料理 西久保 1丁目 0422-54-2350 🔴
マクロビミール ひとこきゅう マクロビ料理 西久保 1丁目 0422-38-6566 🔴 🔴

AZ DINING 三鷹店 イタリア料理 西久保 2丁目 0422-38-7505 🔴
居酒屋 里野 居酒屋 西久保 2丁目 0422-56-1366

田舎料理 もきち 居酒屋 西久保 2丁目 0422-54-7864

うまいもの処 暁 居酒屋 西久保 2丁目 0422-38-5855 🔴
お食事処新八 和食 西久保 2丁目 0422-51-7470

オステリア ダ ヒロキ イタリア料理 西久保 2丁目 0422-57-4807

Cafe SchnurrWarz カフェ 西久保 2丁目 0422-36-0090 🔴
KUVAL フランス料理とお菓子 西久保 2丁目 0422-27-7753 🔴

古今食堂 居酒屋 西久保 2丁目 0422-56-8808 🔴
新規 彩香亭 居酒屋 西久保 2丁目 0422-37-2522 🔴

志あわせ 和食 西久保 2丁目 0422-56-9010 🔴
自家焙煎の店アンダンテ カフェ 西久保 2丁目 0422-37-1612 🔴

◆ 上海菜館 中華料理・ラーメン 西久保 2丁目 0422-51-8690 🔴
とんかつ まさ とんかつ 西久保 2丁目 0422-54-7853 🔴
ニシクボ食堂 定食 西久保 2丁目 0422-38-5950 🔴
Bar Fermata バー 西久保 2丁目 0422-38-8616

パイナップルフィールド 武蔵野西久保店 サンドイッチ 西久保 2丁目 070-3871-0817 🔴
BEAMS バー 西久保 2丁目 0422-54-5678

per sorriso イタリア料理 西久保 2丁目 0422-39-8788 🔴
マ・プリエール 洋菓子 西久保 2丁目 0422-55-0505 🔴

みつ乃家 天ぷら・天丼・蕎麦 西久保 2丁目 0422-38-4961 🔴
らんたん ベーカリー 西久保 2丁目 0422-90-2196 🔴

RESTAURANT HIMALAYA カレー 西久保 2丁目 0422-55-0306 🔴 🔴
Rowans coffee カフェ 西久保 2丁目 🔴

インド料理ピアーズ インド料理 西久保 3丁目 0422-38-7150 🔴 🔴
お好み焼き さち お好み焼き・もんじゃ焼き 西久保 3丁目 080-9686-0719 🔴

台味弁当 台湾料理 西久保 3丁目 0422-52-0884 🔴
手打ちそばなかざき そば 西久保 3丁目 0422-53-1872 🔴

ユーカリ食堂 弁当・総菜・酒のアテ 西久保 3丁目 0422-38-7551 🔴
台所德 居酒屋 関前 4丁目 0422-38-6736

おそば仲屋 そば・うどん 関前 5丁目 0422-37-0222 🔴
幸寿司 寿司 関前 5丁目 0422-54-8005 🔴 🔴
幸楽 中華料理 関前 5丁目 0422-53-5306 🔴 🔴

◆ レストランエル 洋食・お弁当 関前 4丁目 0422-55-0922 🔴
島長寿司 寿司 桜堤 2丁目 0422-52-1690 🔴 🔴

魚民 武蔵境北口すきっぷ通り店 居酒屋 境 1丁目 0422-36-0288 🔴 🔴
お酒と料理えいよう 居酒屋 境 1丁目 080-9513-4054

◆ ごはん 壽屋 定食 境 1丁目 0422-53-7405

昌里亭 焼肉 境 1丁目 0422-55-8929 🔴 🔴
鮨・酒・肴 杉玉 武蔵境 大衆寿司居酒屋 境 1丁目 0422-60-3013 🔴 🔴

中華街 武蔵境 中華・広東料理 境 1丁目 0422-52-3070 🔴 🔴
Bistro Rosier イタリア料理 境 1丁目 0422-38-9155 🔴

◆ meet the meat 肉バル 境 1丁目 0422-38-7838 🔴
武蔵野トサカ食堂 焼き鳥 境 1丁目 0422-55-2669
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ワインとチーズ武蔵境ビブロス ワインバー 境 1丁目 0422-55-4447 🔴
味の店 いなかっぺ 居酒屋 境 2丁目 0422-54-8854 🔴

Indian Restaurant アダルサ カレー 境 2丁目 0422-36-2210 🔴 🔴
沖縄居酒家ろかーる 居酒屋 境 2丁目 0422-36-1202

◆ カフェ 芙蓉 カフェ 境 2丁目 0422-53-0606 🔴
クラウンベーカリー 武蔵境店 ベーカリー 境 2丁目 0422-59-0165 🔴

じげもんとん 武蔵境店 ちゃんぽん 境 2丁目 0422-27-7974 🔴 🔴
炭火焼肉 秋 焼肉 境 2丁目 0422-54-8290

蕎麦処 ささい そば 境 2丁目 0422-51-4366 🔴 🔴
中華厨房 木蘭 中華料理 境 2丁目 0422-54-4785 🔴

東京味噌らーめん鶉 ラーメン 境 2丁目 0422-27-8383

東大楼 中華料理 境 2丁目 0422-52-0033 🔴
ドトールコーヒーショップ 武蔵境北口店 カフェ 境 2丁目 0422-50-0555 🔴

◆ NORIZ COFFEE カフェ 境 2丁目 🔴
ハイナン焼きショーロンポー 薬膳 境 2丁目 0422-37-0539 🔴

丸幸 ラーメン 境 2丁目 0422-37-1924

モスバーガー 武蔵境北口店 ハンバーガー 境 2丁目 0422-53-7053 🔴 🔴
やきとり家すみれ 武蔵境店 焼き鳥 境 2丁目 0422-60-2729 🔴 🔴
焼肉TABLEさんたま 北口店 焼肉 境 2丁目 0422-38-9199

ラーメン せい家 武蔵境店 ラーメン 境 2丁目 0422-50-1222 🔴 🔴
和味彩 遊子 和食 境 2丁目 0422-53-7737 🔴
カフェジータ カフェ 境 3丁目 0422-57-3298 🔴

丸善 ラーメン 境 5丁目 0422-52-1341

【大型店】イトーヨーカドー 武蔵境店 境南町 2丁目

ボンジュール・ボン イトーヨーカドー武蔵境店 ベーカリー 境南町 2丁目 0422-30-8844 🔴 🔴
イル カプリッチョ イタリア料理 境南町 2丁目 0422-33-0012 🔴

カフェ・フェルマータ カフェ 境南町 2丁目 080-3447-3825 🔴
さかな家 碧 居酒屋 境南町 2丁目 0422-33-2789

砂場 そば 境南町 2丁目 0422-31-5841

タリーズコーヒー（nonowa武蔵境） カフェ 境南町 2丁目 0422-38-5510 🔴
巴屋 そば 境南町 2丁目 0422-32-3085 🔴

ニチョウメカフェ ニニギ カフェ 境南町 2丁目 080-9137-0885 🔴 🔴
落日酒楽 和食居酒屋 境南町 2丁目 0422-32-2185 🔴 🔴

ムサシノ 野菜食堂 miluna-na 食堂 境南町 2丁目 0422-30-9195 🔴
焼肉tableさんたま 焼肉 境南町 2丁目 0422-26-4638

らーめん 大龍 ラーメン 境南町 2丁目 0422-31-0190 🔴
ROSEBAR バー 境南町 2丁目 0422-31-3700

オズの魔法使 カフェ 境南町 3丁目 0422-31-0895

Ond Bateau á tartes
日々のおやつと

タルト専門店
境南町 3丁目 0422-38-5500 🔴

Ond Public Counter カフェ 境南町 3丁目 0422-38-5500 🔴
加助 居酒屋 境南町 3丁目 0422-34-1855

高架下オンド焙煎所 カフェ 境南町 3丁目 0422-38-5500 🔴 🔴
◆ 山賊からあげTOKYO カフェレストラン 境南町 3丁目 0422-26-4464 🔴 🔴

シウマイ酒場創笑 武蔵境店 居酒屋 境南町 3丁目 0422-38-8989 🔴
上海楼 刀削麺館 刀削麺 境南町 3丁目 090-3431-0679 🔴

定食にな川 定食 境南町 3丁目 0422-31-7921 🔴 🔴
ときわ食堂 食堂 境南町 3丁目 0422-33-2465

マーコール デリ 惣菜 境南町 3丁目 0422-38-5500 🔴 🔴
まつ浅そば そば 境南町 3丁目 0422-32-2592

◆ 藪の大作 そば 境南町 3丁目 0422-31-1490

ラーメン きら星 ラーメン 境南町 3丁目 0422-30-0233

Cafe Sacai カフェ 境南町 4丁目 0422-27-8536 🔴
MUSIC&CAFE BAR resto バー 境南町 4丁目 080-3029-2209

武蔵境 大むら そば・うどん 境南町 4丁目 0422-31-5019 🔴


