
店舗
No 店舗名 所在地 電話番号 野菜メニュー名 税込価格 写真 アピールコメント

1 農あるまち日野みのり處
新町５－２０－１
日野市立七つ塚
ﾌｧｰﾏｰｽﾞｾﾝﾀｰ内

042-843-4320
ひの野菜ランチ（日替わり）
（写真はズッキーニの肉巻き

焼きの献立）
550円

毎日地元農家より集荷する野菜
を中心に、日替りランチを550円で
提供しております。

2 （有）日野寿司　本店 日野台２－１６－１ 042-583-7030
野菜たっぷり海鮮サラダと

ミニバラチラシ丼
1,500円

毎日更新しているので、お店の
ホームページを見てください!!楽し
い情報がいっぱい!!

4
韓国食堂

洪家ネ（ほんがね）
大坂上１－３０－２
６            ２Ｆ

042-843-2263
プルコギサンパップレート

（ランチのみ）
1,030円

一つ一つ丁寧に作ってます。手作
りの本場韓国料理を是非お楽し
みください。

5 サカエヤ茶楼
大坂上１－３０－１
４

042-581-4097 野菜麺 734円
ランチをはじめ、お刺身定食など
種類豊富です。ご来店をお待ちし
ております。

6 豊年屋 新町１－６－３９ 042-581-5316 牛サラうどん 1,020円
国産牛肉の下に、自家製うどんと
たっぷり野菜！ボリュームたっぷ
り召し上がれ。出前OK。

7
ラーメンめんりき匠

　日野本店
栄町１－３０－１ 042-585-2727 味噌豚骨ラーメン 790円

自慢の一杯！もっちり麺とまろや
かな豚骨スープに和風ダシを加え
た豚骨醤油も絶品！

8
ほほほの北海道

日野駅前店

日野本町３－１１－
１０  中村興産ビル
B１

042-587-2211 チャンチャン焼定食 880円
昔懐かしレトロな店内!　北海道食
べ巡り。夜は20名～貸切OK
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店舗
No 店舗名 所在地 電話番号 野菜メニュー名 税込価格 写真 アピールコメント

9 炭火焼肉　しろやま
日野本町３－１１－
１４

042-583-0365 牛カルビクッパー 810円
17時から生ﾋﾞｰﾙ・ｻﾜｰ30％ＯＦＦ
実施中。御家族、ｸﾞﾙｰﾌﾟ、一人も
大歓迎。お待ちしています。

11
焼肉

闘牛苑（とうぎゅうえん）
日野本町３－１３－
１４

042-584-4187 サㇺギョプサルセット 2,592円

操業４０年、女姓客が多い気軽な
店。豚肉に含まれるコラーゲン、
そして生野菜たっぷりな料理をど
うぞ！

13 らーめん　逄（バン） 日野３８９－１ 042-514-8353 スペシャルつけ麺 980円
スペシャルつけ麺は、食べればわ
かります。このボリューム!!来て!!
見て!!食べて!!

15 麺飯店マラマラ 宮２４３－３ 042-582-0090
野菜たっぷりニンニク

スタミナラーメン
750円

天然コラーゲンたっぷりの女性に
人気のラーメンです。

16 クレア
日野本町７－１０－
６

042-582-1313
コテージパイのデザートセッ

ト
1,296円

お庭で採れたハーブや木の実な
どを使ったお料理やケーキをご用
意してお待ちしています。

17 手打ちうどん　どんたく　 日野１３５２－６ 042-585-2222 大盛野菜のどんたくつけ麺 650円
新鮮な日野産野菜や茹で上げの
うどんをご賞味ください。（野菜の
内容は、季節で変更有。）

18 大村庵 日野７７７３－４７２ 042-583-0638
天ぷらランチ

　（11：00～15：00のみ）
950円

人気の天ぷらランチは野菜たっぷ
りで0食の野菜目標量もクリア。

19
お食事・お酒処

ひょうたん
万願寺２－２７－１
２

042-584-6302 豚肉のみそ野菜炒め定食
980円

(半ライス50
円引)

味と量で勝負。サイドメニューは
日替りです。紅茶付。（女性はデ
ザート付です。）



店舗
No 店舗名 所在地 電話番号 野菜メニュー名 税込価格 写真 アピールコメント

20 餃子専門店　味の丸嘉 万願寺４－４－１０ 042-587-1718 餃子定食　豚汁付き 800円
餃子、豚汁の旨みはタップリ野菜
から。

21 馬カフェ　マリヤの風 石田３０５－１７ 080-4445-4560
季節のおまかせランチ

（予約制）
1,100円

旬の食材を活かし手作りにこだ
わったランチです。毎日作る人参
ドレッシングは大好評!!

22 そば処　福佐家（旭が丘） 旭が丘６－２－３ 042-583-1365 おろし野菜天そば 850円
季節の野菜を使ったメニューで
す。ぜひご賞味ください。

23
kitchen ＆Cafe　Canaan

（ｷｯﾁﾝ＆ｶﾌｪ　ｶﾅﾝ)
旭が丘３－６－６ 042-589-5411 鶏肉と野菜の南蛮丼セット 900円

管理栄養士が日々工夫をし献立
を考える健康的なスペシャルラン
チ（780円）も人気です！！

24 里やま 旭が丘３－２－２４ 042-583-8948 生姜焼き定食
1,000円

(ランチのみ
600円）

和風インテリアで落ち着いた店
内。自家製季節野菜を使った料理
が自慢です。

28 うちの味　物集女（もづめ）
多摩平６－２５－１
１

042-587-6777
日替り定食　（写真は豚肉と

野菜の重ね蒸しの献立）
700円

お米は山形、天童の契約栽培米
を毎日七分づきで精米していま
す。お代わり自由です。

30 手打ちうどん咲楽 高幡２－２３ 042-506-5506
しっぽくうどん　（11月下旬頃

～3月　上旬頃の季節メ
ニュー）

650円

讃岐出身の店主が手打ちする麺と自家
栽培の野菜､そして無添加のだしのコラ
ボレーション。.（自家栽培の里いもが出
来る11月下旬頃～3月上旬頃の季節メ
ニューです。）

31
(有)バーゼル洋菓子店

豊田店
多摩平５－２－２
１F

042-581-0824 ミモザサラダ 864円
ボリュームたっぷりサラダは、チー
ズをたっぷりかけてさらに栄養満
点に！！



店舗
No 店舗名 所在地 電話番号 野菜メニュー名 税込価格 写真 アピールコメント

32 お弁当＆定食ヤマケイ
多摩平４－１１－８
０

090-6175-5485
なすと豚肉の甘みそ炒め弁

当
550円 お米は自家精米でおいしさ百倍

33 Le　miel（ル　ミエル）
多摩平１－５－７
  エンドレス多摩平
１F

042-583-0361

ランチBコース　(前菜3品盛合せ･スー
プ、メイン、パン、デザート、コーヒー）
(写真はﾒｲﾝが仔羊とお野菜の煮込み

平打ちパスタ添え）

2,300円
野菜をたくさん使い、全てシェフ一
人で作り、気軽に食べられる店づ
くりを目指しています。

34 小櫻
多摩平１－５－１２
タカラホームズ １０
３

042-581-6392 ゴロッとスープカレー鍋 1,000円
家庭的で、飲みの隠れ家にはもっ
てこいのお店

35 大黒屋そば店 多摩平１－４－１２ 042-581-3766 もつ野菜炒め定食 800円
ボリューム満点、シンプルな味付
けで好評を頂いております。

37 ます膳 多摩平２－３－１３ 042-584-4176 若鶏唐揚定食
850円

（ﾗﾝﾁのみ
690円）

定食、１品料理も各種あります。
特にどじょうの料理は好評を得て
います。

38
炭火焼・鉄板焼まこっちゃ

ん　ロータリー前店
多摩平１－２－３
  マルスビル

042-843-2738
温野菜（盛り放題）

　(写真は中)
（中）580円
（大）780円

女姓必見！!野菜盛り放題!!ヘル
シーメニュー!(盛りつけ後、蒸して
提供します。）

39
やきとりまこっちゃん

豊田駅前店
多摩平２－１－11
ハウス１１０ １F

042-843-2913 ピリ辛豚キムチ炒め 580円
「やきとり、お刺身など自慢の一品
あります！！是非、一度ご来店下
さい！！」

40 大王亭 多摩平２－１－９ 042-581-3582 特盛野菜ラーメン 880円
野菜不足かなと思ったら大王亭の
特盛野菜ラーメン
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41 ふじ食堂 豊田４－３６－２９ 042-584-4080 野菜のオムレツ 800円
その日の食材でリクエスト料理も
OK。通称　雑飲屋（ざつのみや）

42 みすヾホール 豊田４－３０－５ 042-582-1901 カラフルチャーハン 680円
コーヒーもある居酒屋です。ギョウ
ザも人気。

43 おそば玉川
東豊田１－１２－１
７

042-584-0458
ピリ辛豚しゃぶごまだれうど

ん
1,200円

豚しゃぶと野菜にピリ辛ごまだれ
に麺つゆがバランスよく、食欲を
刺激する冷うどんです。

44 平山城址公園　増田屋 平山５－２３－６ 042-591-1051 彩りサラダ蕎麦 1,000円

自家製のゴマダレでいただく夏季
限定の人気商品。
秋冬は、季節の野菜天ぷらも美
味。

45 レストラン木馬
平山５－１２－３
神野ビル ２F

042-594-7375
お昼の時間　「本日のスープ

＋本日の主菜＋パン」
1,680円

日野産の旬野菜を取り入れてい
ます。

46 寿司彩采　たべごろ 南平７－１９－２０ 042-594-6666 野菜たっぷり健康ランチ 1,100円
このメニューで市民特別賞をいた
だきました。

47 酒の肴や　梅之木 南平７－６－３２ 042-592-4676 蟹サラダ 750円
酒の肴や梅之木では、蟹サラダ
はズワイ蟹又はタラバ蟹で提供し
ています。

48 勝とうや!!　加藤屋 南平７－６－４０ 042-507-0991 豚生姜焼定食 970円
煮魚､焼魚、フライ、刺身等ご用意
しております。宴会(人数により貸
切OK）できます。
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49 中華料理　太閤 南平７－６－１０ 042-592-2662 ペキン丼 890円
ペキン丼は、ケチャップを主にした
甘酸っぱいメニューです。

51 有限会社　寿司正 南平８－１４－１８ 042-591-1452 鮪ユッケ丼　（ランチのみ） 1,000円
南鮪にピリ辛特製ソースをからめ
て食べる一品。鮨専門店ならでは
の味わい！

52 アン・プティ・シャンス 南平４－３－２４ 042-592-8620
おまかせランチ

（メインは７種から選択）
1,620円

読書や音楽、おしゃべりを楽しみ
ながら、ごゆっくりどうぞ♪

53 焼肉彩苑　モランボン 高幡１５４ 042-591-4533
石焼ピビンパランチ

(ﾗﾝﾁのみ）
1,000円

野菜が盛りだくさんの大人気メ
ニューです。

55 珈琲はうす　あんず村
高幡３－２３
ＹＳビル ２Ｆ

042-592-7500 ハッシュドビーフ 950円
版画の猫が目印のお店です。
ベースとなるソースはすべて手作
り!!食べたらヤミツキです。

56
大戸屋ごはん処
高幡不動SC店

高幡１１６－１０
　京王高幡ショッピ
ングセンター ３F

042-591-5707 鶏と野菜の黒酢あん定食 890円
彩り豊かな野菜と鶏の竜田揚げ
を、特製の黒酢あんでからめた、
人気No.１のメニュー！

57
スペインレストラン

マリベン
高幡１００９－３
　栄昌会館 １Ｆ

042-592-2704 野菜のパエリヤ
１名1,680円
（２名様より）

本場で修業したシェフが作る本格
スペイン料理！ワインとビールで
あなたもスペイン通！
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58 キッチンパーク
百草９９９
百草団地２８１－
114

042-591-2989 肉野菜炒め定食 735円
丼物、定食メニューすべてに日替
わり小鉢又は果物をつけてトータ
ルバランスよく！

59 レストラン　デリス 三沢２－５２－２ 042-591-7013 肉野菜炒め定食 800円
鉄板盛りであつあつでサービスで
きます。

61 カレーと定食の店はる 落川１０６１－４

ﾌﾞﾛｸﾞのｱﾄﾞﾚｽ
http://ooimachin
akamuraya.blog38

.fc2.com/

鶏肉の生姜焼き定食 500円
カレーと定食をメインにお出しして
います。ブログに日替わりメ
ニュー情報あります！

62 焼肉　明洞
落川１０６１－４
百草駅前ビル １０１

042-592-0899
石焼ヒビンパ　（ランチのみ

スープ・小皿おかず1品・キム
チ付）

ランチ800円
ﾃﾞｨﾅ-980円

焼肉や韓国家庭料理のメニュー
が豊富な店です。

64 ｽｰﾊﾟｰアルプス　日野店 日野３９０－４ 042-586-8003

65
ｽｰﾊﾟｰアルプス　豊田南

店
豊田１－１６－１ 042-583-1522 天然紅鮭弁当 538円

天然だしでじっくり煮込んだ野菜
の煮物をたっぷり詰めたバランス
の良いお弁当です。

66 ｽｰﾊﾟｰアルプス　南平店 南平７－１０－１４ 042-593-1041

no image
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67
ほっともっと高幡不動駅前

店
高幡１００１－８ 042-599-7071

野菜を豊富に使用し、健康を意

68 ほっともっと日野南平店 南平８－１７－１ 042-599-0055

肉野菜炒め弁当 520円 識しながらボリューム満点のお弁
当です。

70 日高屋高幡不動駅前店 高幡１０００－８ 042-592-2220

71 日高屋日野駅前店 日野本町４－６－３ 042-587-1235 野菜たっぷりタンメン 500円

成人が1日に必要な351gの野菜を使用し、
甘みの強い食塩を使用し、ホタテ貝柱、豚
肉、鶏肉の旨みを独自にブレンドし、キャベ
ツ、白菜、玉ねぎ、にんじん、きくらげ、に
ら、もやし、豚肉などの具材を使用しており
ます。

72 日高屋豊田北口店  多摩平１－２－１ 042-585-6053

73 福佐家日野店 日野５１５－１ 042-581-8051 野菜天せいろ 900円 -

74 Caｆe Hana
三沢１－１９－７
クルセン １０１

042-599-5039

ランチパスタコース(前菜４
種、野菜サラダ、フォカッ

チャ、パスタ）（メニューは週
替わり）

1,650円

実家が農家を営んでおりますので、採
れたての野菜を直接仕入れることがで
きます。特にトマトは味が濃厚でオスス
メです！美味しい新鮮野菜を使用した
美味しいイタリアンをぜひご賞味くださ
い。

75 バンチャンデリ 高幡650-4　1F 042-508-2488 野菜ビビンパ 900円 野菜がたくさん食べられます。

※ 野菜メニュー店を辞退された店舗の№は、欠番としています。


