
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 桜ヶ丘　鳥はな
関戸１－１－５
ザ･スクエア１F

042-372-0390 釜めし定食 1,080円
待つことは美味しさを得られる最
大の美食！釜めしは炊き上がる
まで20分程かかります。

3 とんかつ　三九三
関戸１－１－５
ザ･スクエア１F

042-376-3039
ポン酢でさっぱり！
上豚焼肉おろし丼

850円 －

5 スパゲティ食堂　ドナ
関戸1-10-10
京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ
１F

042-310-6977
メランザーネ

～ベーコンと長なすのトマト
ソース～

1,004円
なすの一番おいしいところだけを
使用しております。

6 北海道ラーメン　特一番
関戸１－１１－５
森ビル １階

042-375-7812
野菜ラーメン
（しょう油味）

730円
6種の野菜が入ったラーメンです。
醤油、塩、味噌の3種の味が選べ
ます。

7 味道楽　留萌
関戸１－１１－５
森ビル ２階

042-337-7082 ラーメンサラダ 680円
北海道の留萌から海の幸を直送
して、ご提供いたします。

9 季節料理　さの字 関戸２－２４－１0 042-337-5288 健康ほろ酔いセット 800円
美味しいお魚と地場野菜を取り揃
えて、アットホームな雰囲気でお
迎え致します。

10
コーヒーハウス

ケトルドラム
関戸２－２４－１０ 042-374-6929

カレー風味スパゲティ―、サ
ラダ、コーヒー付

（日替わりランチセット）
800円

新鮮な野菜を使ったパスタやパン
のメニューをおいしいコーヒーと共
に味わってください。

多摩市　野菜メニュー店一覧
(店舗情報については、申込み時のものです。都合により変更になる場合がありますので、お出かけの際は店舗にご確認ください。）
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11 なかたに
関戸２－３９－１５
桜ビル ２０３

042-310-0717 生粋セット 2,480円
雑居ビルの２Fの店です。意外に
お洒落な店内です。お気軽にどう
ぞ！

12 居酒屋　一平 関戸２－３９－９ 042-372-9548 野菜フルーツサラダ 600円 －

13 レストラン　神谷 関戸４－５－４ 042-375-7833
近江牛トマトソース+ライス
セット（ご飯、味噌汁、お新

香）

1,850円
＋380円

創業昭和13年、最高級和牛近江
牛を手軽に地域のお客様へを
モットーに営業しています。

14
イタリア料理
ウブリアーコ

関戸４－４－１
ﾊｲﾏｰﾄ第二聖蹟
桜ヶ丘１F

042-337-6309
バーニャカウダ

（いろいろ野菜のアンチョビ
オイルフォンデュ）

1,296円
本場イタリアのトラットリア（大衆
食堂）のような雰囲気をお楽しみ
下さい。

15 カフェ れすと　なな
関戸４－７２
関戸公民館ヴィー
タ ７F

042-400-1578
お豆富やさん定食

（火・木のみ）
550円

旬の自家製野菜を使ったメニュー
もございます。

16
唄えるカントリーＰＵＢ

田子作
一ノ宮２－１１－２０
桜ヶ丘ハイツ ２階

042-373-4932 ゴーヤのさっぱり炒め 880円
居酒屋並みにおつまみ豊富に取
り揃えています。

17 もつ鮮華　まる権（ごん）
一ノ宮１－２３－２
西栄ビル １０２

042-376-6655 ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞﾗﾝｽ定食 1,382円
リーズナブルで高品質な焼肉と芝
浦直送の小腸を使ったもつ鍋が
両方お楽しみいただけます、

18 焼肉　権左エ門
一ノ宮１－２３－５
カワヴェール桜ヶ丘
１０１

042-389-2901 ビビンバセット 950円
芝浦直送の厳選されたお肉を
リーズナブルでご提供させていた
だきます。
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19
ラーメン

天天館(てんてんかん）
一ノ宮１－２４－２ 042-338-1738 広東メン 680円

野菜のうま味をとじこめたオイス
ターソースの広東メンです。ぜひ
ご賞味ください！

20
小平うどん

聖蹟桜ヶ丘店
一ノ宮４－２０－２４
１F

042-316-9490 胡麻味噌坦々麺 800円
つけ麺うどんです。他にも豊富な
メニューがあります。御来店お待
ちしております。

21
カフェ　ピンクララタマ

　聖蹟桜ヶ丘
一ノ宮３－５－２４
１Ｆ

070-5543-3268 地場野菜のランチ 850円
地場野菜を中心に旬の味を大切
にしています。学生から家族の味
で大もり無料です。

22
旭鮨総本店

聖蹟桜ヶ丘本館
桜ヶ丘４－３５－２ 042-374-2403 潮騒（しおさい） 3,024円

老舗すし店で技とネタの違いをご
堪能ください。おくつろぎいただけ
る個室もございます。

23 大村庵 関戸４－１２－８ 042-375-6055 タンメン 830円 －

24 銀龍 関戸５－９－１１ 042-338-3386 みそラーメン 750円
野菜たっぷりの麺類、炒め物、皮
から手作りしているギョウザのお
店です。

25 聖ヶ丘　増田屋
連光寺６－２５－１
７

042-375-2161 タンメン 850円
写真はタンメンですが、本業は日
本そば屋です。そば.天ぷらもよろ
しく！

26 中華　揚子江
馬引沢２－１３－１
２ １０３

042-389-5288
バランス定食（肉野菜炒めの
卵帽子のせ、野菜サラダ、ご

飯、味噌汁、漬物）
1,000円

肉野菜炒めに卵焼きが帽子のよ
うに乗ったボリューム満点の料
理。きっと満足頂ける商品です。
めし上れ！！
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27
やみつき味

辛子堂(カラコドウ）

馬引沢２－１７－１
３ パレ・ドール小形
１０２

042-375-6070 ピリ辛タンメン 900円
タンメンにとうがらしをミックスし
て、一味違うおいしいラーメンです
に仕上げました。

29 そば酒房　はなわ
永山１－８－１７
１０２

042-338-6261 野菜タップリぶっかけうどん 950円
自家製麺を使用しています。当店
は駅前に出て26年です。当分が
んばります。

30
多摩永山情報教育センター内

食堂 諏訪２－５－１ 042-338-0602 日替わり健康定食 600円
１，２，７Fに日替わりランチ等食
事処有。野菜たっぷり低カロリー
の健康定食が人気。

32 きっちん空 貝取１－４７－９ 042-316-9927 あんかけやきそば 540円

たっぷりの野菜&特製あんの大人
気メニューです。リピートしたくな
る家庭の味。ぜひお試しくださ
い！

33
イタリアン居酒屋

Ｎｅ ma re (ねまれ）
貝取１－１４－８
神田ハイツ １０１

042-357-0818 彩り野菜のピザ（夜のみ） 1,200円
手作り生地のnemareのパリパリ
野菜ピザ！健康第一野菜が美味
しい！こりゃうめえ！

34 木の香 乞田１１４０ 042-376-6085
しめじとしいたけの
和風スパゲッティー

850円
清潔を心がけて、来ていただいた
お客様にいごこちの良い空間を
作る様心がけています。

36
ブラッセリー
リバゴーシュ

乞田６８８－２
ラ・プランタン １０１

042-338-4564 バーニャカウダ 1,000円
ワインと一緒に、今、旬の野菜を
どうぞ！

37 コーヒーショップ　白樺 貝取１－５０－１５ 042-376-4586
しょうが焼きランチ

（飲み物付き）
1,050円

店外の花や絵画を見ながら、サイ
フォンで淹れたコーヒーの味を
ゆっくりお楽しみ下さい。
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38
和食とお寿司のお店

水神

落合１－３８
マグレブパーキン
グビル  ２F-B

042-389-3121 とくとくランチ 1,360円
開店１９年、日本料理の板前が作
る安くて美味しい本物の季節料理
を是非お試し下さい。

39
大戸屋ごはん処

ココリア多摩センター店

落合１－４６－１
ココリア多摩セン
ター ６F

042-313-7880 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！

40 丈母（ジャンモ）
落合１－４６－１
ココリア多摩セン
ター ６F

042-373-7674 石焼ビビンパ 980円
野菜たっぷりヘルシーな石焼ビビ
ンパ！ランチ限定で４種類のお惣
菜バー付きです。

41 畑deきっちん
落合１－４６－１
ココリア多摩セン
ター ６F

042-400-0915 美桜鶏の香草焼き 1,180円
身体に優しい食材を求め、直営農
園より旬の野菜をふんだんに使
用したお料理を皆様へ。

42
すし　蕎麦　うどん

ゆう
落合２－１－１０
ソフィア青木葉ⅴ

042-339-0141 いわし御膳 972円

昼はランチメニューを多数用意。
夜は食事のほか、一品料理、地
酒等の飲み物も多数用意してい
ます。

43 居酒屋　どんたく
鶴牧２－２３－７
AIビル １０１

042-389-1009
なすと野菜と肉の
味噌炒めセット

864円
各産地よりとれたての魚を直送！
毎日行う三大イベントも魅力の店
です。お待ちしています。

45 カフェ・ウェイ
唐木田１－５３－１
５ イリス唐木田 ２０
３

042-337-6272
チキンソテー　オニオンペッ
パーソース（ランチメニュー）

870円
ブルースの音楽が流れる店内。ラ
イブもやっています。

46 恵泉オーガニックカフェ 南野２－１０－１ 042-372-3807 有機野菜カレー 500円
市民と学生が集うコミュニティカ
フェをめざした学生が運営する
オーガニックカフェです。
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47 ナチュランド・シルフレイ
永山６－１０－２
グリーンハイム尾
根２  １Ｆ

042-376-5065 ひらけごま（日替わり定食） 870円
地球にも体にも心にもやさしいー
これがモットーのお店です。季節
の野菜をたっぷりと！！

48
日高屋

小田急マルシェ永山店
永山１－１８－２ 042-338-5771 野菜たっぷりタンメン 520円

成人が1日に必要な350g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。

49
極楽湯

多摩センター店
落合１－３０－１ 042-357-8626

野菜たっぷり
極楽ちゃんぽん

850円
１食で約半日分の野菜が摂取で
きます。

50 多摩うどん　ぽんぽこ
聖ヶ丘２－２１－３
－７

042-319-6441 野菜うどん 710円 －

51 居酒屋　三太 関戸２－２３－１８ 042-401-9404 蒸したて温野菜 842円

10品目のお野菜を使用して蒸した
てをおとどけしています。特製の3
種類のつけダレでめしあがって頂
いております。

52 かつ膳 関戸２－４５－９ 042-375-5880 かつ膳サラダ 700円 －

53 横丁ワイン酒場LiDO
落合１－１１－３
おちあい横丁 １F

042-400-7445 産直野菜の盛り合わせ 950円
八王子の朝獲れ野菜　完全無農
薬

55 青木農園　農家料理
和田１７０５
ダイヤモンド聖蹟
１１０号

090-2206-9517
サラダ・スープ・旬の野菜の

プレート
（内容は日替り）

1,200円
芽がでてから花が咲くまで旬の野
菜を楽しんで食べていただきた
い。
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57 福祉亭
永山４－２－３
１０４

042－374-3201 日替定食 500円
季節の野菜を使って毎日日替り
で定食づくりをしています。

58
但馬屋

多摩センター店

落合１－４６－１
ココリア多摩セン
ター ６F

042-371-6950 焼肉丼ランチ 850円 －

59
日高屋

多摩センター店
落合１－４１－１ 042-338-2206 野菜たっぷりタンメン 520円

成人が1日に必要な350g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。

61
ぎょうざの満洲

聖蹟桜ヶ丘駅前店
関戸１－１１－１９
桜ヶ丘富澤ビル

042-319-3558 野菜炒め 390円
野菜たっぷり。
定番人気メニュー！

※ 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。
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