府中 & 調布

掲載店の詳細は
WEBで！
！

府中調布のおススメ約60店をご紹介!!

このマップは、府中駅・調布駅周辺の飲食店やお土産店をご利用いただくこと
を目的に、両市の団体が協働して作成したものです。

2019年9月発行

飲食店&お土産マップ!

企画発行：一般社団法人まちづくり府中 調布駅前商店街（調布駅前から盛り上げる会）
後援：府中市 むさし府中商工会議所 府中観光協会 調布市 調布市観光協会 調布市商工会
翻訳協力： 東京外国語大学 佐野遥、Justin Mach

府中街道

調布飛行場
大島、神津島、新島、三宅島
など、東京都の島へ定期便
を運航しています。
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フォーリス

●おもてなしライトアップ
〜府中で竹あかり〜 9月20日〜11月4日
●FUCHU RUGBY WEEK
〜ラグビーの街で世界の熱戦を〜
9月20・21・22日、10月5・6・13・19・27日、11月2日
●府中けやき並木イルミネーション2019
11月上旬〜12月下旬
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映画のまち 調布
時代劇・現代劇どちらの撮影に
もふさわしい自然環境やフィル
ムの現像に欠かせない良質な地
下水が豊富で、古くから調布に
は映画関連企業が集結。現在で
も「映画のまち調布 シネマフェ
スティバル」
の開催など、
多くの
イベントが行われています。

品川通り

府中競馬
正門前駅

東京競馬場

京王多摩川駅

大國魂大神［おおくにたまのおおかみ］を祀っている約1900年
の歴史をもつと伝えられている古社です。毎年5月の例大祭「く
らやみ祭」が有名です。6：30 − 17：00（9月15日 − 3月31
日※季節により神社の開門時間が異なります）
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伊勢丹府中店

馬場大門のけやき並木
1062年、
源頼義、
義家父子が、
けやきの苗を寄進
したことに始まると言われています。
緑のトンネ
ルを思わせるその景観は、
けやきの並木として唯
一国の天然記念物に指定されおり、
圧巻です。

10

布多天神社

甲州街道

15

ぷら
り
京王 と
府中

開創1300年を超える、古刹。小京都
のような趣を楽しめます。2017年、
白鳳仏が国宝に指定。周辺には20軒
以上のおそば屋さんが並び、名物の深
大寺そばを食べることができます。

多摩地方有数の古社。社伝によれば第11代垂仁天皇の
御代約1940年前の創建といわれています。
例年、9月23日に例大祭が行われ、多くの神輿や山車
が集結。駅周辺を練り歩き、圧巻の光景を見ることがで
きます。

電気通信大学
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調布パルコ

道
府中街

府中駅
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東京スタジアム
（味の素スタジアム）
スポーツだけでなく、様々なコンサートやイベントな
どにも利用されている多目的スタジアムです。
京王線飛田給駅より徒歩5分。西武多摩川線多磨駅よ
り徒歩20分。

ビジネスホテル
サンライト別館

ホテル
中央館

ホテル
リブマックス
府中

042333-8988

甲州街道

府中
アーバンホテル
別館

19

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ
☎

深大寺

東京外国語大学
府中キャンパス

小
金
井
街
道

ラグビートップリーグの強豪2
チームが拠点とする府中。
2019年にはラグビーワールド
カップ、2020年には東京オリ
ンピック・パラリンピックを控
え、
ラグビーのまち・スポーツの
まちとして、ますます盛り上が
りを見せています。

けやき並木通り

ラグビーのまち 府中

183 FUCHU FAN ZONE with
BEERTERIA PRONTO（Cafe Restaurant）

多摩川

※本マップは概ねの位置を示したものであり、一部街路を省略しています。また、調布と府中のマップの縮尺は異なります。

レストラン

042306-5536

☎

☎

◆定休日：水
◆Closed on Wednesdays

042-361-3678

祭

調布
Chofu

横浜

Yokohama

明大前駅
Meidaimae Sta.

新宿駅

Shinjuku Sta.

京王・井の頭線

Keio・Inokashira Line

稲田堤駅
Inadazutsumi Sta.

京王稲田堤駅
Keio-inadazutsumi Sta.

JR 線（中央・総武線）

JR Line（Chuo・Sobu Line）

JR 線（山手線）

JR Line（Yamanote Line）

東京スタジアム
（味の素スタジアム）
でのイベント開催時はダイヤ変更とシャトルバスが運行される場合があります。
When events are held at Tokyo Stadium (Ajinomoto Stadium), the train schedule is liable to change and shuttle buses may be operating.

品川駅

Shinagawa Sta.

上野駅
Ueno Sta.

Narita Airport

Chofu Sta.

Musashinodai Sta.

Fuchu Sta.

Bubaigawara Sta.

橋本駅
Hashimoto Sta.

是政駅
Koremasa Sta.

Tobitakyu Sta.

Takaosanguchi Sta.

府中本町駅
Fuchuhommachi Sta.

秋葉原駅
Akihabara Sta.

Shimokitazawa Sta.

Fuchu

高尾山口駅

白糸台駅
Shiraitodai Sta.

Tokyo Stadium

日暮里駅
Nippori Sta.

Shibuya Sta.

◆定休日：火
◆Closed on Tuesdays

Nov

京王八王子駅 北野駅
Keio-hachioji Sta. Kitano Sta.

東京スタジアム

池袋駅
Ikebukuro Sta.

成田空港

ショップ

高尾山
Mt.Takao

多磨駅
Tama Sta.

吉祥寺駅 Kichijoji Sta.

渋谷駅

Pâtisserie La Bonbonnière（Shop）

11月

府中

●8・20日：大鷲神社例祭（酉の市）
［大國魂神社］ ●23・24日：第５回府中市民協働まつり［ル・
シーニュ：府中市市民活動センタープラッツ］ ●24日：キテキテ府中マルシェ［けやき並木通り］
●8th, 20th: Otori Shrine Annual Festival (Tori-no-Ichi Fair) [Okunitama Shrine]
●23rd, 24th: The 5th Fuchu Citizen Festival [PLATZ at LE SIGNE] ●24th: Fuchu
Kite-kite Marché [at Zelkova Street]
●23〜12月1日：ゲゲゲ忌 ［調布駅周辺］ ●11月30日：深大寺そばまつり
（そば守観音供養
祭そば献供式）
●23rd-Dec.1st: GeGeGe anniversary [around Chofu Station]
●30th: Jindaiji Temple Soba Festival (soba noodle oﬀering to Soba-mori
Kannon)

Mt.Fuji

三鷹駅 Mitaka Sta.

下北沢駅

パティスリー ラ ボンボニエール

調布 ●13・14日：下石原八幡神社例大祭 ●19・20日：青渭神社例大祭
●13th, 14th: Shimo-ishiwara Hachiman Shrine Annual Festival ●19th, 20th: Aoi
Chofu Shrine Annual Festival

富士山

武蔵境駅 Musashisakai Sta.

飛田給駅

3

042370-1270

Festivals and Events

☎

10

西国分寺駅 Nishikokubunji Sta.

調布駅

ワイン・レストラン

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

府中 ●12日：むさし府中ビール祭り［大國魂神社］ ●14日：けやき音楽祭2019 JAZZ in FUCHU
月
［府中市内各所22会場］ ●20日：府中市制65周年記念イベント［けやき並木通り他］
Oct Fuchu
●12th: Musashi Fuchu Beer Festival [at Okunitama Shrine] ●14th: Keyaki
Music Festival 2019 (JAZZ in FUCHU) [at 22 venues in Fuchu] ●20th: The 65th
Anniversary of Fuchu City [at Zelkova Street etc.]

立川駅 Tachikawa Sta.

Transportation from Fuchu Station and Chofu Station to other major stations

武蔵野台駅

黒毛和牛焼肉サラン

Yakiniku Saran（Restaurant）

■ 府中駅・調布駅からの主要駅への移動

府中駅

2

府中 ●14日：武蔵の國の酒祭り2019［大國魂神社］ ●27〜28日：大國魂神社秋季祭くり祭り
Sep Fuchu ●14th: Musashinokuni Sake Festival 2019 ●27-28th Chestnut Festival [at
Okunitama Shrine]
調布 ●7日：映画のまち調布花火2019［多摩川河川敷他］ ●14・15日：第64回調布市商工まつり
●23日：布多天神社例大祭［布多天神社及び調布駅周辺］
Chofu ●7th: Chofu Fireworks Festival 2019 [at Tama River] ●14-15th: The 64th
Chofu City Commerce and Industry Festival ●23rd: Fudaten Shrine Annual
Festival [at Fudaten Shrine & Around Chofu Station]

分倍河原駅

Bekkio

Bekkio（Wine Restaurant）

お祭 り・イベント情報

1

9月

東京駅
Tokyo Sta.

浜松町駅

Hamamatsucho Sta.

羽田空港

Haneda Airport

詳細は各交通機関にお問い合わせください
Please inquire at individual transportation facilities for details

Aokiya（Shop）

ショップ

モナムール清風堂本店

カフェ・レストラン

☎

Hotel
Continental
Fuchu

Fuchu Sta.

☎ 042-306-9030

バッカナリア

Bacchanalia（Restaurant）

レストラン
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☎ 042-306-6964
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Electro-Communications

29
Chofu
Creston Hotel

Ave

.
20

Hotel
Citytel Fuchu

21

Kei

oL
ine

22

33

47 48

fu→

Tobitakyu Sta.

Keio Line

THEATUS CHOFU
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BIC CAMERA

Chofu Sta.

Tokyo
Racecourse

39 40
42 43 44

54

Chofu City tourist
information center
Nukumori Station

Shinjuku→
45

The City of Cinema: Chofu

28

Chofu Chamber of
Commerce

Keio-tamagawa Sta.

Chofu is endowed with a natural
environment suitable for shooting both
historical and modern ﬁlms, as well as
the kind of high-quality water
necessary for developing ﬁlm.
Consequently, ﬁlm-related companies
have long been concentrated in Chofu,
and nowadays Chofu hosts many
events including the "Chofu Cinema
Festival: The City of Cinema."

Tama River

＊This map indicates approximate location and some streets are omitted. ＊The maps of Chofu and Fuchu diﬀer in scale.
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ロシアレストラン「ペーチカ」

RUSSIAN RESTAURANT PECHIKA（Restaurant）

割烹阿吽

Kappo Aun（Restaurant）

和食

◆定休日：水

◆Closed on Wednesdays

A six-minute walk from
FuchuKeiba-Seimommae Sta.
in Fuchu. Here you can enjoy
exquisite, authentic kaiseki
courses featuring a variety of seasonal
ingredients, and a vast selection of à la carte
dishes available without a reservation. Lunch
is served kaiseki-style for special occasions
and memorial service gatherings, in which
case a reservation is required.

18

和風レストラン魚元

Japanese restaurant UOMOTO（Restaurant）

和食

府中競馬正門前駅６分。旬の
食材をふんだんに使い趣向
を凝らした本 格 的 な 会 席 料
理とご予約不要で豊富な一
品料理もあります。お昼は予
約 制 の お 祝 い 事 、法 事 用 の
「懐石御膳」もございます。

Enjoy a taste of authentic Russian
cuisine in the comfort of a relaxed
setting. At Pechika, two Russian
chefs who have been contributing
to cultural exchange and
popularizing Russian cuisine in
Japan for more than 20 years
introduce you to Russian culture,
starting with their signature
Russian dishes.

☎ 042-368-8830

17

創業明治の府中きっての老
舗日本料理店です。名物は浜
名湖産のうなぎ。風情ある日
本庭園を眺めつつ本格日本
料理を愉しめます。

◆定休日：月
◆Closed on Mondays

☎ 042-306-5003

53

Urban Hotel
Twins Chofu

Trie KEIO CHOFU Building A

i

Believed to be approximately 1,900 years old, this ancient
shrine was built to venerate the god Okunitama-no-okami. It is
famous for its annual festival, the "Kurayami Matsuri" held in
May. Open from 6:30 to 17:00 (Sep. 15 to Mar. 31). *The
opening times of the gate are diﬀerent for the rest of the year.
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Sinagawa-dori St.
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※Isetan will be closed on Sept. 30th.
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Kyu-koushu-kaido Ave.

HOTEL
Matsumoto-ya
1725

32

49

37

31

Kyu-koushu-kaido Ave.

←Fuchu

i
7
Fuchu
tourist
information 8
center

Fudaten Shrine

One of the oldest shrines in the Tama region. The
shrine s record states that it was established
approximately 1940 years ago̶ during the dynasty of
the 11th Japanese emperor, Suijin. The annual festival
is held on September 23, a day where a plentiful
collection of portable shrines and ﬂoats are steadily
paraded around the station̶a sight to behold.

Koushu-kaido Ave.

12

落ち着いた雰囲気の中で本物のロシア
料理を味わえる。20年以上日本でロシ
ア料理の普及、文化交流に携わってき
たロシア人シェフ２人がロシア料理を
はじめとするロシア文化を紹介します。

◆定休日：火
◆Closed on Tuesdays

Chofu
Urban Hotel

16

13

レストラン

これこそが「クラシックフレンチ」。府
中に佇む本格派レストラン。クラ
シックフレンチをテーマに日本の四
季に合わせた食材を調理します。ま
た、ワインもワールドで有り、多種多
様なアルコールメニューもありま
す。店内には英語メニューもありま
す。お気軽にお越しください。
Classic French cuisine.
Bacchanalia is an authentic
French restaurant in Fuchu
where the chefs make
classic French dishes using
seasonal Japanese ingredients. There are
wines from all over the world, a large
selection of alcoholic beverages, as well as
an English menu. Feel free to come in!

Fuchu
City Hall
hu hi
Fucm
ac
homSta.

A standing bar next to the
Okunitama Shrine, which is
famous for being blessed with prosperous business
and luck with romantic encounters. Their small plates
feature a variety of seasonal local vegetables, serve
one, and are popular among ladies. You can
◆定休日：火
also enjoy a ﬁne selection of sake and chilled
◆Closed on Tuesdays
Hoppy booze here. Feel free to drop in after
work or your worship at the shrine!

6
2

FORIS

縁結び、商売繁盛で有名な大
國魂神社隣にある立ち飲み
屋。旬の府中野菜をふんだん
に使った小皿料理は一人前サ
イズで女性にも人気。厳選し
た日本酒や三冷ホッピーも楽
しめます。仕事帰り、神社参拝
後に気軽にどうぞ！

These Zelkova trees are said to have grown
from seedlings donated in 1062 by the
celebrated warrior, Minamoto no Yoriyoshi,
and his son. Several of the Zelkova trees you
see now are from the Edo period̶one of the
reasons why this is the only row of Zelkova
trees to have been designated a natural
monument in Japan. The trees come
together to form a stunning green tunnel̶a
sight to behold.
●The Omotenashi Lights（Bamboo Lanterns in Fuchu）:
Sep. 20 - Nov. 4
●FUCHU RUGBY WEEK（Intense International Matches
in the City of Rugby）:Sep. 20, 21,22; Oct. 5,6,13,19,27; Nov. 2
●Fuchu Keyaki Namiki Christmas lights 2019
early Nov. - late Dec.

shu

14

Isetan

なおらいスタンド宮

Naorai Stand Miya（Izakaya）

Zelkova Row at the Baba-Daimon Gate

Tokyo Stadium (Ajinomoto Stadium)
A multipurpose stadium used for sports, as well as
various concerts and events. A 5-minute walk from
Tobitakyu Station on the Keio Line, and a 20-minute
walk from Tama Station on the Seibu-Tamagawa Line.

18

Kou

KURURU

e.
o Av

◆No regular days oﬀ

19

Budget hotel
sunlight annex

LE SIGNE

u-kaid

Fuchu
Urban Hotel
annex

042333-8988

Fuchu
Urban
Hotel

Jindaiji Temple

An ancient temple established more than 1300 years
ago, which now feels like a fun Little Kyoto. Its Hakuho
Buddha Statue was named a national treasure in
2017. Around the temple are over 20 soba noodle
restaurants, where you can eat specialty Jindaiji soba.

Tokyo University of
Foreign Studies

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

1
◆定休日：なし

183 FUCHU FAN ZONE with
BEERTERIA PRONTO（Cafe Restaurant）

HOTEL
CHUOKAN

Fuch

HOTEL
LiVEMAX
FUCHU

居酒屋

15

3

←Keio-hachioji・Takaosanguchi

Monamour Seifudo is a restaurant
that has been dedicated to making
delicious food for over a century̶
priding itself with 151 years of
history. The ﬁrst ﬂoor is a cake
shop and cafe. The second ﬂoor is
an Italian restaurant. English menu
available.

☎ 042-361-9774

Budget hotel
sunlight
Main Building

HOTEL
LiVEMAX FUCHU
ANNEX

Keyaki Namiki-dori St.(Zelkova Trees)

☎ 042-362-3006

カフェ・レストラン

8

Fuchu is home to two
strong teams in the Japan
Rugby Top League. With the
2019 Rugby World Cup and
2020 Tokyo Olympics &
Paralympics approaching,
Fuchu is getting even more
lively as a city of rugby and
sports.

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

モナムール清風堂は、創業151年、1
世紀以上にわたり、美味しさにこだわり
続けている伝統あるお店です。
１階は
ケーキショップとカフェ。
２階はイタリア
ンレストランです。英語対応メニューご
用意しております。

Operates regular ﬂights to the Tokyo
Islands̶including Oshima, Kozu-shima,
Nii-jima, and Miyake-jima.

Sakura-dori St.

The City of Rugby: Fuchu

Monamour（Cafe Restaurant）

This map was made in collaboration with organizations of both
cities to promote restaurants and gift shops around Fuchu Station
and Chofu Station.

Find more information
about these shops
on the web!!

Chofu Airport

Ave.

Founded in 1893 as a
producer of manju steamed
buns at the Okunitama
Shrine, Aokiya sells
traditional Japanese
sweets including mini baumkuchen, which
have received the Gold Award in the
Monde Selection three years in a row, and
dorayaki baked freshly every morning.

7

IZAKAYA & GIFT SHOP MAP!
Fuchu-kaido

1893年大國魂神社で万頭
の 製 造 販 売を商 いとして創
業。モンドセレクション三年連
続金賞受賞の「武蔵野日誌」、
こだわりの自家製餡を使った
毎朝焼きたての「日々是くろ
どら」など伝統の和菓子を揃
えてお待ちしています。

Fuchu & Chofu

Introducing ˜60 recommended shops
in Fuchu and Chofu!!

Av
e.

青木屋 けやき並木通り店

Ko
ga
ne
i-k
aid
o

6

Founded in the late 19th
century, UOMOTO is one of
the most renowned
Japanese restaurants in
Fuchu, specializing in eel
(unagi) from Lake Hamana
in Shizuoka Prefecture. Here
you can enjoy authentic
Japanese cuisine with the view of an
elegant Japanese garden.

◆定休日：月曜日(月曜祝日の場合は翌火曜日)
◆Closed on Mondays (Closed on the following
Tuesday when Monday is a national holiday)

☎ 042-362-2029

23

牛たん処い志井 調布銀座店

Gyutandokoro Ishii Chofuginzaten（Izakaya）

居酒屋

中国料理 渝園（ゆえん）

27

Chinese restaurant Yuen（Restaurant）

調布駅前で４０年以上続く老舗中華料
理店です。
ご希望であれば円卓へもご
案内できます。
７０人までの宴会も可
能。
ランチ営業もしておりリーズナブル
な金額でお食事できます。
営業時間１１：３０〜２２：００。

Ishii takes pride in its healthy menu
serving a number of unique beef
tongue dishes alongside farm-fresh
vegetables!
The interior resembles a cozy
traditional Japanese-style house
where you are bound to have a
great time with those important to
you.

A Chinese restaurant with more
than 40 years of history in front of
Chofu Station. Round tables are
available upon request, and the
restaurant can accommodate up to
70 people for a party. There is also
a lunch menu, and you can eat for
reasonable prices. Open from 11:30
to 22:00.

☎ 042-452-8786

◆No regular days oﬀ

◆定休日：なし

子育てカフェ

aona（あおな）

cafe aona（Cafe）

カフェ

☎ 042-485-4982

20
和食

◆定休日：施設に準ずる
◆Closed on the facility's regular days oﬀ
☎

◆定休日：なし

◆No regular days oﬀ

5

37

☎ 050-3745-8864

Brigela and EATS（Cafe）

Aonocoto（Izakaya）

CAFE BunS

CAFE BunS（Cafe）

カフェ

9

Aonocoto serves fresh ﬁsh and
vegetables from all over Japan prepared
in the best way for that day: raw, boiled,
or stir-fried. Here you can rediscover the
deliciousness of Japanese cuisine. A
selection of as many as 30 kinds of
sake and a rich variety of organic wines
are also available. Please feel at ease
and enjoy.

居酒屋

This casual American-style
cafe oﬀers various Western
dishes, including bestsellers
such as the "Tokyo Hayashi
Rice" and "Special Omelet
Rice." Customers just coming in for a light
drink are also welcome. Please also visit its
sister restaurant "Christmas Tei" in
Nishi-Chofu.

A restaurant specializing in
beef tongue dishes with 29
years of history since its
founding. Its elaborate beef tongue dishes and
beef tripe coming in fresh from Shibaura every
morning are so delicious! Having recently
undergone renovation, the restaurant is
brand-new while remaining cozy and furnished
with bricks that evoke a feeling of nostalgia.

☎ 042-487-1735

土と青

Tsuchitoao（Izakaya）

51

玉川屋 煎豆店

Roasted beans shop TAMAGAWAYA（Shop）

☎

53

Tsuchitoao serves orignal Japanese
dishes, alongside its own collection of
Japanese sake at a temperature of
your liking. Food here takes it one step
further̶ satisfaction guaranteed.
Plates of exceptionally fresh ﬁsh from
places such as Akashi and Karatsu in
western Japan are a gem that you will
only ﬁnd at Tsuchitoao.

☎ 042-444-5352

◆定休日：月

52

イル フロッグス

ILL FROGS（Restaurant）

千代富 清風堂

レストラン

042482-3147

☎

☎

◆Closed on Mondays

RESTAURANT

SHOP

串カツ田中 調布店

KUSHIKATSU TANAKA CHOFU（Izakaya）

☎

33

042486-7870

もつやき処 い志井 本店

grilled oﬀal ISHII（Izakaya）

☎

43

042483-7757

とんかつ 豚珍館

Ton Chin Kan（Restaurant）

042487-6331

満〇
22 やきとりと新鮮野菜の店
Yakitori＆Fresh Veg. MANMARU（Izakaya）

☎

34

042487-1710

お茶の田中園

Japanese Tea Shop Tanakaen（Shop）

☎

44

042498-2501

喫茶 to 酒場 サンマロー

Coﬀee Shop Saint Malo（Cafe）

☎

24

042444-3637

暮らしの衣料 まつざわ

Fashion & school Matsuzawa（Shop）

☎

042487-2525

煮込みと串揚げ 居酒屋ぽくぽく
35 Stews＆Fried
Food PokuPoku（Izakaya）

☎

042444-5994

坂内
45 喜多方ラーメン
Kitakata Ramen BANNAI

ショップ

ショップ

居酒屋

その他飲食

◆定休日：月
◆Closed on Mondays

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：1月1日
◆Closed on
January 1st

042361-7835

☎

042482-2634

カジュアルダイニング ふくろう
25 casual
dining Fukurou（Izakaya）

☎

36

042426-8034

鉄板バル AKICHI

Teppanyaki AKICHI（Izakaya）

☎

46

042487-1855

楠カンフォーラ

Kusunoki Camphora（Izakaya）

カフェ・レストラン

居酒屋

居酒屋

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：不定休
◆Irregular days oﬀ

042368-2453

☎

26

042480-4841

☎

バステト カフェ

47

Bastet Cafe（Restaurant）

和食

レストラン

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：日
◆Closed on Sundays

居酒屋

042498-7786

☎

042362-2011

☎

29

髙匠 調布店

Takasho chofu（Shop）

042444-3512

なかざわ文具店

STATIONERY NAKAZAWA（Shop）
ショップ

◆定休日：第2・4日曜
◆Closed on the 2nd and 4th
Sunday of each month

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

☎

042-444-2552

やきとり処 い志井 東口店
39 grilled
oﬀal ISHII the east exit（Izakaya）

48

042482-1625

割烹 ちよだ

CHIYODA（Izakaya）

レストラン

ショップ

居酒屋

居酒屋

◆定休日：月
◆Closed on Mondays

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：第3日曜
◆Closed on the 3rd
Sunday of each month

042319-9829

四季のあじ旬楽

shikinoaji shunraku（Izakaya）

☎

042442-2330

調布駅前店
30 あずまや
AZUMAYA（Shop）

☎

40

042487-1410

い志井 2-kai

grilled oﬀal ISHII NIKAI（2nd Floor)（Izakaya）

☎

042498-3917

みるめ
50 ギャラリー＆カフェ
Gallery & cafe MIRUME（Cafe）

居酒屋

ショップ

居酒屋

カフェ

◆定休日：月、第二火
◆Closed on Mondays, the
2nd Tuesday of each month

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：火・水
◆Closed on Tuesdays
and Wednesdays

☎

飲食店

042444-2833

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

肉もつつぶ本店

042-426-8385

居酒屋

◆定休日：月
◆Closed on Mondays

☎

042362-7623

Meat Tsubu（Restaurant）

◆定休日：水
◆Closed on Wednesdays

その他飲食

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

カフェ

ショップ

◆定休日：火
◆Closed on Tuesdays

居酒屋

◆定休日：不定休
◆Irregular days oﬀ

◆定休日：不定休
◆Irregular days oﬀ

☎

14

Yuming108

Yuming108（Izakaya）

ショップ

☎

Japanese sweets SEIFUDO（Shop）

42

042441-2740

◆定休日：日
◆Closed on Sundays

日本料理 三松本店

042482-3839

伝説のすた丼屋 調布店

Sutadon Chofu（Restaurant）

☎

居酒屋

JAPANESE RESTAURANT MIMATU HONTEN

13

32

042426-7272

◆定休日：月
◆Closed on Mondays

ブラッセリーベガ

☎ 042-484-3738

イザカヤ WADACHI

izakaya WADACHI（Izakaya）

☎

レストラン

BRASSERIE BEGA（Cafe Restaurant）

◆定休日：不定休
◆Irregular days oﬀ

042370-1033

◆定休日：木
◆Closed on Thursdays

☎

12

042310-9237

浜喜屋

◆定休日：日
◆Closed on Sundays

創作和食と共に、土と青がセレクトした
日本酒を好みの温度帯で楽しむことが
できます。ひと手間加えたお料理は、満
足度100%。明石や唐津などから届く、
鮮度抜群な鮮魚もまた、土と青ならで
はの逸品です。

その他飲食

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

和食

ショップ

居酒屋

居酒屋

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

◆定休日：日
◆Closed on Sundays

☎

11

今年で創業29年を迎える牛
たん料理の専門店。こだわり
の牛たん料理と毎朝芝浦か
ら仕 入 れる新 鮮な牛モツが
絶品！リニューアルして綺麗
になった店内はレンガ調のど
こか懐かしいホッとする空間
になっております。

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

居酒屋

◆定休日：日
◆Closed on Sundays

居酒屋

Gyutandokoro Ishi Honten（Izakaya）

一番人気の「東京ハヤシライ
ス」や「特製オムライス」など
各種洋風料理を気軽なアメ
リカンテイストの店内でご提
供。軽く一杯だけのご来店も
歓迎です。
西調布の姉妹店「クリスマス
亭」もぜひご利用ください。

Ramen Takechan

◆定休日：日
◆Closed on Sundays

Hamakiya（Shop）

牛たん処い志井 本店

49

たけちゃんにぼしらーめん

居酒屋

レストランいせや

◆Closed on Tuesdays

41

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ

☎

◆定休日：火

日本熟成ホルモン

matured oﬀal NIHON JYUKUSEI HORUMON（Izakaya）

カフェ

Restaurant ISEYA（Restaurant）

10

21

31

◆定休日：なし
◆No regular days oﬀ
☎

☎ 042-444-4347

薩摩の台所しげぞう

SATSUMANO DAIDOKORO SHIGEZO（Izakaya）

☎

042-369-8899

ブリジェラアンドイーツ

青のこと

日本全国から届く鮮魚や野菜を、刺身
や炊物、焼物など今日一番美味しい料
理法でご提供。和食の美味しさを再認
識することができます。30種類もの日
本酒の他、自然派ワインも充実。
カジュ
アルにお楽しみください。

With its wide tatami ﬂoor,
chairs and benches, cafe aona
is loved by customers with
children. The furniture is made
of natural wood and makes
you feel at home. In addition to baby food and
◆定休日：火
kid-friendly meals, there are also weekly set
◆Closed on Tuesdays
menus, dessert, appetizers, and alcoholic
beverages including beer and Hoppy!

54

19

☎

居酒屋

広い座敷に、椅子やベンチ席
があり、子連れに人気です。
天然木のインテリアでくつろ
げる雰囲気。メニューが豊富
で、離乳食や子ども向けのほ
か、週替わり定食、デザート、
おつまみ、ビールやホッピー
などのアルコールも！

38

kaitenzushitaisei fuchuhonnten（Restaurant）

レストラン

他では食べることのできない牛たん創
作料理の数々と新鮮な産直野菜を使っ
たヘルシーメニューが自慢☆店内は古
民家風の落ち着いた空間となってお
り、大切な人達と至福の時間を楽しん
でいただけること間違いなし♪

28

回転寿司たいせい 府中本店

4

小売店

042368-1112

☎

042426-4003

☎

042443-1412

☎

042488-2120

