ってます！
テイクアウトや
ン
キソ・ガーデ
パトリック・

店舗情報

まち☆ベジ
グルメ店

ｐ33

特設会場

季節の７種オードブル
盛り合わせ（２～３人前）
３，０００円

るき
蕎麦 は

店舗情報

各店人気のテイクアウトメニューをご紹介！ 豊富なテイクアウトメニューでおうち時間を楽しめます。
詳細は各店舗にお問合せください。

カフェ

ｐ32

キッシュ＆
スープ
9 ００円

ｐ35

特上天もり
２，０００円

ENT
44 APARTM

店舗情報

パイス

食べる

まち☆ベジを

彩り野菜の
キーマカレー
５５０円

店舗情報

ご要望にあわせてお店のメニューをお持ち帰り
いただけます。 お気軽にお問合せください。

ー
チダイナ

マ

きわ
GOCHI と
ぶり大根
5 ００円

ｐ34

店舗情報

大戸本店
ーメン武蔵堂

ラ

ｐ36

豚骨醤油ラーメン
８００円
店舗情報

ｐ32

お持ち帰りOK
ｐ33

日替わり
栄養アシスト弁当
６００円

ｐ28

B factory

店舗情報

ｐ34

店舗情報

（ライス別売り２８０円）

店舗情報

キッチン
ゼルビア×

ｐ32

モッツアレラチー
ズとトマトたっぷ
りのトマトソース
１, １００円

こちらの
お店も
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店舗情報

薬師池店

エルヴェッタ
イタリア食堂

ｐ34

ｐ33

店舗情報

チキン＆トマト
サンドウィッチ
９８０円
９８０
円

マルゲリータ
１，１２０円

ス
ベジフル

ダブルコロッケ弁当
9 ００円

店舗情報

ｐ33

店舗情報

（日替わりスープ付き）

（昔ながらの出前もやってます）

ン ルーチェ
町田イタリア

航旅莉屋

店舗情報

価格はすべて税込み価格です

日替わり
ランチプレート
１，４０４円

店舗情報

ン

ミニョ
カフェ セ

ｐ34

日替り弁当
６５０円

ｐ35

炭火焼き

和田

店舗情報

店舗情報

ｐ30

ｐ35

ラキッチン
カフェ ララ

町田の採れたて野菜が
食べられるお店

きみどり

お店の味を おうちで堪能♪

舞人
喫茶 杜
交流館

里山
小野路宿

日替り弁当
６００円
（配達もやってます）

店舗情報

ｐ35

【 ご 注 意 】2021 年 3 月
現在の情報です。営業時
間、メニュー等が変更に
なっている場合がありま
すのでご了承ください。
詳細は各店舗へお問い合
わせください。
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キャラメリーゼ

042-728-0208

森野 1-33-18
【営業時間】
平日 11:30~14:45（L.O.14:00）
17:00~22:30（L.O.21:30）
祝日 17:00~22:30（L.O.21:30）
【休】
日曜

042-788-2566

（2021 年 5 月上記住所へ移転予定。
現在のお店から数軒先の場所です。
）

小川 1-14-9

【営業時間】
10:00~18:30
【休】
水曜

クレジットカード
（ディナータイムのみ）
au Pay
PayPay

食べる

まち☆ベジを

テイクアウトのランチ「モッツァレラチーズ
とトマトたっぷりのトマトソース」1,100 円。
自家製サラダチキンとポテトサラダ、ピクル
スがついたテイクアウトＢＯＸです。ほかに
もピザや前菜の盛り合わせなど、豊富なテイ
クアウトのメニューが充実。おうちで本格イ
タリアンをお楽しみいただけます
町田市名産品の「け
やきロール」
（上）と
「東京みるくシューラ
スク」
（左）
まち☆ベジを

食べる

小学生のお子さんのママ
でもある鈴木さん。
「自
分の子どもに安心して食
べさせられるものを提供
しています」

まち☆ベジをふんだんに使った「ブ
ラッターチーズのカプレーゼ風サラ
ダ」1,760 円（税込み）
北島牧場の乳製品を使用したスイー
ツたち。レアチーズケーキ 363 円 /
苺タルト 432 円 / 東京みるくシュー
クリーム 180 円（すべて税込み）

1

イタリア食堂 エルヴェッタ
2

分。

年続く人気のイタリアン

小田急町田駅から徒歩
町田で

3

される、心と体にやさしいお店です。

地元を愛し、地元のファンから愛

注ケーキも作るようになりました。

人のアレルギーや好みに合わせた特

大切にしたいという思いから、その

キを開発。お客さまひとりひとりを

麦、卵、砂糖、乳製品不使用のケー

という注文が入るようになり、小

食べられるケーキを作ってほしい」

次第に、
「アレルギーがあっても

作るようになりました。

の安心できる素材だけでスイーツを

ん。これを機に、できるだけ地元産

です」と話すのは店主の鈴木道子さ

えたところ、すっかり良くなったん

そこで、使用する小麦粉を国産に変

荒れるようになってしまいました。

働いていたのですが、あるとき肌が

「仕事柄、毎日粉まみれになって

どを使用したスイーツが並びます。

産小麦や町田産の低温殺菌牛乳な

メリーゼ」
。シ ョ ー ケ ー ス に は 国

れているスイーツが人気の「キャラ

てら」など、町田市名産品に認定さ

「けやきロール」や「とうふかす

た料理はどれも絶品ぞろいです。

まち☆ベジのおいしさを引き出し

ます。パスタやピザ、サラダなど、

間をかけてうま味を凝縮させてい

ルに見える料理も、実はとても時

手間をかけて丁寧に調理。シンプ

強 い 風 味 あ ふ れ る 素 材 を 厳 選 し、

理は素材の良さが味の決め手。力

野菜をたくさん使うイタリア料

にとって自然なことでした。

でまち☆ベジを使うのは櫻井さん

が 料 理 人 の 仕 事 だ と 」。 町 田 の 店

そんな野菜の力を引っ張り出すの

る 』 と 教 え ら れ ま し た。 そ し て、

れ た 恵 み（ 野 菜 ）が 体 の 恵 み に な

大地と太陽の恵み。その土地で採

『野菜は神様が与えてくださった

「クリスチャンだった彼らから

各地の料理を学びました。

ルの外国人料理人からヨーロッパ

スペイン大使館や全国の一流ホテ

店主の櫻井一夫さんは、若い頃

のお店「エルヴェッタ」。

20

28
29

カジュアルに楽しめる本格イタリアン
国産小麦とまち☆ベジのスイーツ

map番号
map番号

店主の櫻井一夫さん（右）とスタッフのみなさん。カジュアルでアット
ホームなお店です（マスクを着用して営業しています）

ひとつひとつ丁寧に手作り
したスイーツ。旬の食材を
使った限定品も人気です

手造りハム・ソーセージ

独逸屋

カフェ ラララキッチン

map番号

4

素材と味と町田にこだわるお店

map番号

3

地産地消の洋食店

Instagram

町田市名産品の「匠味噌」を練り込ん
だ「匠ソーセージ」421円（100 ｇ当り）/
町田産の豚肉や野菜を使った「まち
だソーセージ」421 円（100 ｇ当り）/ 朝
市で人気のメニューが、お持ち帰り
できる商品として新登場「お宝盛り」
540 円（すべて税込み）

オムライス 1,265 円 / 温野菜盛
り合わせ 1,089 円 / 町田たまご
のプリン 418 円 ( すべて税込み）

042-721-7401

042-708-9993

成瀬台 2-2-8
【営業時間】
10:00~19:00
【休】
火曜

金井 2-7-5
【営業時間】
11:30~15:30(L.O14:30)
17:00~（L.O21:00）
【休】
月曜（月曜が祝日の場合は
翌火曜）

クレジットカード ・ 交通系電子マネー ・
iD ・ LINE Pay ・ QUICPay ・ Apple
Pay ・ PayPay ・ d 払い ・ その他

「匠ソーセージ」と「まちだソーセージ」は町田市名産品です

田代さんは「森しいたけ園（※）」の大ファン。
お店で使うほとんどの野菜は上小山田町の直
売所へ直接出向いて仕入れています。

温かみのあるウッディーな店
内には、約３０種類のハムや
ソーセージが並びます

店主の山口 昭さん。子ど
もの頃に遊びに行った遊
園地では、乗り物よりもフ
ランクフルトやアメリカ
ンドッグなどの食べ歩き
に夢中だったという、根っ
からの食いしん坊

田代 運さん。
「おいしい
町田の野菜と卵料理をぜ
ひ食べに来てください。
お持ち帰りもできますの
でご相談ください」

かわいらしい木の看板が目を引き
ます。入り口には木馬やチェアが
置かれ、ナチュラルな雰囲気

藤の台団地の東、金井一丁目交

差点の角にある「カフェ ラララ

キッチン」は、地産地消を大切に

ある時、仕入れのために何気な

した洋食店。

く立ち寄ったアグリハウスでまち

☆ベジに出会い、そのおいしさに

ビックリしたという店主の田代

運さん。以来、野菜と卵は町田産

を使うようになりました。

「まち☆ベジは鮮度が抜群に良く

て本当に素晴らしい。旬の野菜を

どう調理するか、腕が鳴りますよ。

素材の力を引き出すため、できる

だけシンプル、かつ、繊細な調理

を心がけています。野菜のおいし

さを味わってほしいです。
」と田代

さん。町田産の卵で作る濃厚なプ

リンや、ふるふるな卵焼きがのっ

たオムライスも根強い人気です。

「アルプスの少女ハイジ」をイ

メージしたという店内は、木のぬ

く も り の あ る 落 ち 着 い た 雰 囲 気。

心のこもった料理でゆっくりとく

つろげるお店です。

手造りにこだわった本物のハ

ム・ソーセージを地元の人に届け

た い。 そ ん な 思 い で 平 成 元 年 に

オープンした「独逸屋」は、店内

で作りたてのハム・ソーセージを

提供するヨーロッパスタイルのお

店です。

原料の豚肉や野菜はできる限り

町田産のものを使用し、添加物も

最小限。平成７年にはオランダ食

肉加工コンテストで金賞を獲得

し、おいしさと品質が認められま

した。町田をテーマにした厳選素

材のハム・ソーセージは、町田市

名産品やふるさと納税の返礼品に

また、地元の子どもたちのため

年前から学校給食の食材とし

もなっています。

に

て、市内の小学校に無塩せきのウ

インナーを納めています。授業の

一環として「ソーセージ作り教室」

を行うなど、商品を提供するだけ

でなく、将来を担う子どもたちに

地産地消の大切さを伝える活動に

も積極的です。
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※「森しいたけ園」
の詳細は本誌ｐ21
をご覧ください

食べる

入口のウッドデッキと黒いアイアン
看板が印象的な外観

まち☆ベジを

食べる

まち☆ベジを

31

コラボ商品「スモークしい
たけのオイル漬け 302 円」
はベーコンのような風味
で料理のアクセントに

30

ウェディング・レストラン

map番号

パトリック・キソ・ガーデン 10

「Surf&Turf シェフのきまぐれランチ」 スープ・パン付きです

レストラン

町田イタリアン ルーチェ

map番号

9

まち☆ベジの「バーニャカウダ」

カフェ

map番号

6

きみどりカフェ

カフェ・レストラン

44 APARTMENT 薬師池店

map番号

5

「スーププレート」
。14：00 までのランチタイムならドリンク付き

「サンドウィッチプレート」

緑に囲まれたアンティークレンガのお城で、ゆった
りと本格フレンチを味わえる「シェフの気まぐれ
レストラン」が曜日限定でオープン。素材を厳選し、
野菜は農薬不使用のまち☆ベジを使用しています。
お手軽なランチやハーフコースを楽しめます。

“ 地産地消のイタリアン ” として、町田の食材を使った
料理で人気のレストラン。料理やデザートにまち☆ベ
ジをふんだんに使っています。また、パスタやバーニャ
カウダのソースには町田市名産品の味噌や醤油を使用。
和の隠し味が効いたオリジナルのイタリアンです。

元カメラマンの女性 2 人がオーナーをつとめるカフェ。
季節のまち☆ベジを使ったスープやサンドはすべて丁
寧に手作りしています。ふわふわ食感のパンは無添加
で安心・安全のオリジナル。イベントやワークショッ
プなども人気です。

薬師池公園四季彩の杜西園にオープンしたカフェ・
レストラン。地場の食材やオーガニック食材をメ
インに使った料理と、見た目にもかわいいスイー
ツが楽しめます。町田産牛乳を使ったソフトクリー
ムも行列ができるほど人気です。

042-789-1188

042-721-7226

042-865-1501

042-860-6956

クレジット
カード

木曽東 3-35-33
月・木・金曜日 11:30˜15:00（LO:14:00）※ランチのみ
【休】火曜・水曜 ＜予約制＞

レストラン

洋食 航旅莉屋

クレジット
カード

原町田 2-2-5
11:30~15:00（L.O.14:30 ）/18:00~22:00（L.O.21:30 ）
土日祝 17:00~22:00（L.O.21:30)【休】水曜（祝日の場合翌木曜）・第 2 火曜

map番号

12

レストラン・bar

map番号

11

マチダイナー

PayPay
南成瀬 6-12-13
10:00~19:00（L.O.18:30）
【休】月曜（月曜が祝日の場合は翌火曜）

レストラン

本町田 3105 薬師池公園西園内
10:00~20:00
【休】12/29˜1/2

map番号

8

BONITO 町田店

クレジット
カード

カフェ

B factory

map番号

7

食べる

まち☆ベジを

食べる

まち☆ベジを

ディナーメニュー
「クリーミービーフコロッケ A セット」

33

「町田の旬を感じる焼き野菜（2 名様分）」素材ごとに焼き方を変えて仕上げます

生まれも育ちも町田というご夫婦が切り盛りする洋食
屋。人気のコロッケやハンバーグなどの付け合わせと
してまち☆ベジが添えられ、季節感のある野菜がメイ
ン料理を引き立てます。スープ、デザートなど多くの
メニューに旬のまち☆ベジを積極的に使用。

町田出身のオーナーが地産地消をテーマに活気あ
る町田の食文化を発信。確かな腕のシェフが、旬
の野菜からイマジネーションを膨らませて作るま
ち☆ベジ料理は、素材のおいしさが際立つ絶品ぞ
ろいです。

042-727-7072

042-724-0303

森野 2-31-4
11:15~14:30（L.O.14:00）
18:00~21:00（L.O.20:00）【休】不定休

原町田 6-11-14 菊甚ビル 2F
11:30~14:30（L.O.13:30)
17:00~23:00（L.O.22:00）【休】なし

クレジット
カード
Paypay

「アンガス牛のステーキ定食」

自家製ドリンク類やサンドイッチ、日替わりランチなど

「本物を腹一杯食べさせるイタメシ食堂」がコンセプト。
お店に一歩踏み入れば、そこはまるでイタリアのよう
なにぎやかな世界！日替わりで料理やオーガニックワ
インを楽しめます。サラダやスープなどにまち☆ベジ
を使用。プライベート空間の個室もあります。

042-851-8017
森野 1-36-11 B1
11:00~15:30 (LO.15:00)/17:00~23:30
【休】1/1 不定休有

クレジット
カード

(LO.22:30)

環境に配慮し、農薬を使用せずに栽培した自社農
園の野菜をたっぷり使ったメニューを楽しめるカ
フェ。旬の珍しい野菜が味わえる日替わりランチ、
濃厚な自家製プリン、ブルーベリーがたっぷり入っ
たスイーツがおすすめです。

042-851-9213
山崎町 1877-1
11:00~17:00 予約可

【休】不定休（HP でご確認ください）

32

そば

蕎麦 はるき

map番号

18

居酒屋

炭火焼き 和田

map番号

17

「串焼き」と「シーザーサラダ」

まち☆ベジの「野菜天」

定食

ゼルビア×キッチン

map番号

14

管理栄養士監修「栄養アシスト定食」

カフェ

map番号

13

カフェ セミニョン

まち☆ベジがたっぷりの「スペシャルランチ」

北海道十勝産のそば粉を 100％使用した手打ちそばの
お店。まち☆ベジを使った揚げたての天ぷらも自慢で
す。付け合わせの小鉢にもまち☆ベジを使用。素材の
味を生かした家庭的な味にファンも多く、地域の人に
愛されるお店です。

食材のうま味をじっくりと引き出す炭火焼きは、素
材の良さがおいしさの決め手。野菜は地元産にこだ
わり、旬のまち☆ベジを使用しています。お酒類も
地元産にこだわったラインナップ。季節ごとの町田
産柑橘類のサワーはここだけで飲める逸品です。

FC 町田ゼルビアの選手およびアカデミー生のために独
自の「ゼルビアメソッド」に基づいて作られたメニュー
を、一般の人も気軽に利用できます。地産地消の考え
から、町田で練習をする選手に必要な栄養をとること
ができる食材として、まち☆ベジを使用しています。

安心安全な食材を使い、心温まる料理を楽しめる
カフェレストラン。三元豚と丹精國鶏使用のラン
チや手作りパンのハンバーガー、パスチャライズ
ド牛乳のソフトクリームが人気です。サラダやラ
ンチプレートにまち☆ベジを使用。

042-721-3535

090-3452-7519

042-810-3333

042-851-7687

原町田 4-16-16
11:30~22:30
【休】日曜

カフェ・弁当

喫茶 杜舞人

中町 1-3-4
17:00~24:00
【休】火曜

map番号

20

お休み処

小野路宿里山交流館

クレジットカード ・
交通系電子マ
ネー ・ 楽天ペイ ・
LINE Pay ・ PayPay

野津田町 919
11:00~16:00（L.O.15:30）【休】火曜日、年末年始
まちだけ

map番号

19

※平日夜はアカデミー選手 ( 約 100 名 ) による貸切のため営業はしていません。

寿司・居酒屋

map番号

16

GOCHI ときわ

旭町 1-23-2
11:30~14:30（L.O.14:00）
【休】日曜

PayPay

野菜とカレー

map番号

15

ベジフルスパイス

食べる

まち☆ベジを

食べる

まち☆ベジを

「日替わり弁当」

35

小野路産の小麦粉で作った「小野路うどん」

原町田 5 丁目にオープンして約 20 年。木のぬくも
りを感じられる店内で、日替わりランチやオーガ
ニックコーヒーを楽しめるお店です。まち☆ベジ
をふんだんに使用したお弁当は 1 個でもうれしい
無料配達。（配達エリアはお問い合せください）

江戸時代に栄えた旅籠を改修し整備した観光施設。
小野路では古くからうどんを食べる習慣があり、飲
食コーナーでは小野路産地粉で作った昔ながらの
うどんを楽しめます。小野路産野菜の天ぷらやコ
ロッケも人気。

042-728-6965

042-860-4835

原町田 5-4-19
11:00~16:00
【休】水曜、土曜、日曜、祝日

小野路町 888-1
9:00~17:00

【休】年末年始

「野菜天ぷら盛り合わせ」
「上にぎり」
「ぶり大根」
「サラダ」

創業 36 年。鮮度抜群の刺身やお寿司をカジュアル
に楽しめるアットホームなお店です。料理にまち
☆ベジを使うようになってからおいしさがアップ。
「野菜の天ぷら」はおかわりする人もいるほどの人
気メニューです。

042-729-3006

森野 1-35-10
11:30~14:00
17:00~22:00(L.O.21:00)【休】水曜

クレジットカード
PayPay

「ベジフルカレー

チキンと野菜」
（お肉なしの場合は野菜が増量）

明るくておしゃれな店内で手の込んだ本格スパイスカ
レーを楽しめる店。コク深いカレーとまち☆ベジは相
性抜群です。人気の「ベジフルカレー」は動物性食品
を使用していないので、トッピングを「お肉なし」で
オーダーすればベジタリアンの方も楽しめます。

080-6888-0831

クレジットカード ・
交通系電子マネー
PayPay ・auPay

原町田 3-1-4 町田ターミナルプラザ 2F
火~ 日 11:30~15:30 金・土 18:00~21:00
【休】月曜（祝日の場合は営業。振休なし）

Instagram

34

惣菜・弁当

手づくり惣菜 たまくら

map番号

26

旬のまち☆ベジを使用したバラエティー豊かなお惣菜。お弁当は昼のみ販売

お弁当・お惣菜

map番号

キッチンハウス たんぽぽ

25

まち☆ベジの「日替わり弁当」

ラーメン

map番号

らーめん武蔵堂 大戸本店 22

食堂

map番号

NECライベックス町田市庁舎食堂 21

日替わりメニュー「ヘルシーランチ」舞茸入り 7 品目具材の豆腐ハンバーグ

煮干しだし香る鶏ガラスープと白醤油の合わせ技「白醤油ラーメン」

旬の地場野菜を使ったお惣菜のお店。管理栄養士
と栄養士のご夫婦が、食材にこだわり体にやさし
いメニューを手作りしています。毎日 12 種類以上
の料理が日替わりで並ぶので、いつでも旬野菜の
新しい味に出会えます。

創業 39 年。野菜ソムリエの日替わり弁当にはまち
☆ベジがたっぷり。毎日 SNS でお弁当の写真と使
用しているまち☆ベジを紹介しています。野菜の
おいしさがつまった手作りのお弁当で、町田の季
節の変化を感じませんか。

法政大学近く、町田街道沿いのラーメン店。とんこつ
ｏｒとりガラスープ、選べる味の二刀流。さっぱりか
らこってりまでバリエーション豊富なメニューで、町
田産の濃厚な卵のＴＫＧも人気です。ラーメンのトッ
ピングにまち☆ベジが登場することも。

町田市役所の 2 階、一般の方も利用できるレストラン
です。まち☆ベジをたっぷり使用した日替わりのセッ
トメニューがお手頃価格で楽しめます。期間限定のス
ペシャルメニュ―や麺類、カレーライスも人気。晴れ
た日は開放的なテラス席でのランチもおすすめです。

042-709-3724

042-727-0225

042-782-5390

042-732-6780

玉川学園 2-8-21
11:00~20:00
【休】第 2 第 4 土曜・日曜

PayPay

不定休有

八百屋 & ジュ―ススタンド

Instagram

map番号

やさいのナイトウ・66kitchen 28

PayPay

原町田 5-3-12
平日 11:00~19:00/ 土曜 11:00~17:00
【休】第 3 土曜、日曜、祝日

惣菜

旨味工房

相原町 3155-7
火 ~ 日 11:30~20:30
【休】月曜・第 2火曜

map番号

27

クレジットカード ・
交通系電子マネー ・
iD ・ LINE Pay ・
QUICPay ・ Apple Pay ・
PayPay ・ d 払い ・ その他

ラーメン

交通系電子マネー
nanaco ・ WAON ・
楽天 Edy ・ iD

森野 2-2-22 町田市庁舎 2 階
平日 10:30~18:00 第 2・4日曜日 10:30~14:00
【休】土曜、日曜（第 2・4 日曜除く）、祝日、年末年始

map番号

らーめん武蔵堂 相原駅前店 24

居酒屋

立ち飲み 町呑屋

map番号

23

食べる

まち☆ベジを

食べる

まち☆ベジを

「町田シルクメロンスムージー」とやさいのナイトウ×独逸屋「スペシャルスープ」

37

まち☆ベジで作る中国の家庭料理

町田産の卵黄をのせた「油そば」

旬のまち☆ベジで作る「大根餅」
「小松菜のごまだれ」

野菜ソムリエのスタッフが、農家さんとの交流を大切
にしながら新鮮な旬の野菜を提供する八百屋。併設の
ジューススタンド「66kitchen」では、
「町田シルクメ
ロン」のスムージーや、独逸屋の「お宝盛り」を使った
スープなど、まち☆ベジコラボドリンクを楽しめます。

町田の野菜たっぷりのあんを包んで蒸した「蒸しま
ん」や「ワンタン」
、町田産古代米・緑米の「おはぎ」
など、まち☆ベジを使った中華惣菜のネットショッ
プ。添加物は一切使用せず、素材の風味を大切に調
理しています。
「アグリハウス鶴川」でも購入可能。

相原駅前東口から徒歩１分のラーメン店。学生に
人気の油そばには、地元相原の養鶏場の卵黄をトッ
ピング。新鮮で濃厚な卵黄と自家製醤油ダレが絶
妙なおいしさです。人気の定番メニューのほかに
日替わりメニューも楽しめます。

町田を愛し、町田の癒やしの酒場を目指す立ち飲み
のお店。日本酒に合う種類豊富な料理には、旬の
まち☆ベジを使用。町田の柿で作った「禅寺丸柿
ワイン」や町田の米で作った純米酒「尾根桜」など、
町田市名産品のお酒も堪能できます。

042-732-9070

042-791-0601

042-782-5390

042-726-1001

成瀬 2-15-4
9:30~19:00
【休】なし

木曽東 3-28-16
9:00~17:30
【休】なし

相原町 1152-4
18:00~22:30（L.O.22:00）

【休】土曜・日曜・月曜・第 2火曜

原町田 4-5-10
平日 17:00~23:00 土日祝 14:00~21:00
【休】月曜（月曜が祝日の場合翌火曜）

Facebook

36

ジャム

map番号

ジャム専門店 凡

34

「にんじんジャム」と、
町田市名産品の「ブルーベリーソース」
「しそシロップ」

地域の農家さんとの交流からはじまったジャム作
り。おいしさが評判を呼び、
「ブル－ベリ－ソ－ス」
「しそシロップ」は町田市名産品に認定される人気
商品です。工場に併設された店舗には 20 種類以上
のジャムやシロップが並びます。

042-794-4871

木曽西 2-1-17
9:00~17:00
【休】日曜・祝日

自然食品

グリーンマーケット

map番号

33

毎週木曜日にまち☆ベジが店頭に並びます

map番号

町田ツーリストギャラリー

36

map番号

ぐうしかん

30

町田市大賀藕絲館

卵・プリン

map番号

カトウファーム直売所

29

「Ren 蓮～ハスの実ケーキ～」

「かとうさんのぷりん」と産みたて卵のギフト BOX

小田急町田駅から徒歩 3 分。自然農法、有機農法
で栽培された野菜や、安心安全な加工食品、化粧
品などを扱うお店です。近隣のこだわり農家から
環境にやさしい野菜が届きます。イベントなどで
地産地消や町田の食育を応援しています。

障がいのある方の自立を目指し、自分たちで育てた四
季折々の草花を使って手芸品などを作製し、販売をし
ています。小山田の蓮田で採れたハスの実をペースト
にして挟んだ「Ren 蓮～ハスの実ケーキ～」は、町田産
の卵を使い、しっとりした生地の上品なケーキです。

天然酵母入り自家製飼料と天然水で育った鶏の産みた
て卵と、その卵で作ったプリンやアイスクリームを、
養鶏場の敷地内にある直売所で販売。直売所がお休み
の日でも卵の自動販売機で生みたての卵を購入するこ
とができます。

042-710-6620

042-797-1616

042-783-0158

森野 1-11-14
11:00~18:00
【休】日曜、月曜

まちの案内所

福祉施設

醤油

岡直三郎商店

PayPay

下小山田町 3267
10:00~16:00
【休】土曜、日曜、祝日

map番号

35

洋菓子

町田ゆめ工房

相原町 4418
水、金、土 11:00~15:00（卵の自動販売機は 10:00~17:00）
【休】月、火、木、日（卵の自動販売機は年中無休）

map番号

32

和菓子

map番号

31

明月堂

食べる

まち☆ベジを

食べる

まち☆ベジを

町田市名産品や町田産の農産物を使った商品が充実

39

町田市名産品「トマトドレッシング」

町田市名産品「相原パウンドケーキシリーズ」

「相原ばーむくーへん」

ぽっぽ町田ビル 1F の「まちの案内所 町田ツーリス
トギャラリー」は町田の観光案内所。売り場には
雑貨類やまち☆ベジを使った加工品がズラリ。お好
みのものを組み合わせてオリジナルのギフトセッ
トを作ることができます。

天明 7 年から変わらぬ製法でこだわりの醤油を作り続け
る岡直三郎商店。町田市名産品の「国産丸大豆しょうゆ」
と、まち☆ベジのトマトやたまねぎで作った「トマトド
レッシング」は町田土産におすすめ。トマトの酸味と甘
み、たまねぎの旨味が凝縮したドレッシングです。

見た目や日持ちを良くするための添加物は一切使用
せず、素材にこだわった焼き菓子を丁寧に手作りし
ています。町田産の卵やブルーベリー、ゆずなど、
まち☆ベジをふんだんに使用した「相原パウンドケー
キシリーズ」は町田市名産品に認定されています。

創業 53 年。地域に愛される老舗和菓子店です。町
田の農家さんたちと交流があり、お店には季節のま
ち☆ベジをふんだんに使った和菓子が並びます。野
菜だけでなく小山田のはちみつや相原の卵なども使
用。丁寧に作られる和菓子は優しい味で人気です。

042-850-9311

042-722-2024

042-782-1491

042-772-6948

原町田 4-10-20
ぽっぽ町田 1 階
10:00~19:00【休】年末年始

クレジットカード ・
交通系電子マネー ・
iD ・ LINE Pay ・
QUICPay ・ Apple Pay ・
PayPay ・ d 払い ・ その他

旭町 1-23-21
8:30~17:00
【休】日曜、祝日、夏季・年末年始、土曜不定休

相原町 2983-157
社会福祉法人つぼみの家
8:30~17:00【休】土曜、日曜、祝日

相原町 1234-5
9:00~18:00
【休】月曜

PayPay

38

野菜販売

株式会社ニキ企画

map番号

38

クロスや木の BOX で野菜を可愛くディスプレイ

コンビニエンスストア

map番号

ミニストップ町田市役所店 37

季節のまち☆ベジが並びます

森野の交差点から徒歩5分。
脇道に入ってすぐの店頭に、
ひとつひとつ丁寧にラッピングしたまち☆ベジを並べ、
お手頃価格で販売しています。まち☆ベジを多くの人
に楽しんでいただけるよう、農家直伝レシピやおいし
く食べるコツも教えてくれます。

町田市役所 1F 正面入り口横のコンビニエンスストア。
店内の棚には採れたてのまち☆ベジや町田市名産品が
並んでいます。野菜の説明やおすすめの食べ方など、
農家さんの手作り POP も必見。おいしい町田を発信し
ているコンビニです。

042-725-0574

042-728-3455

旭町 2-1-3
9:00~ 売り切れ次第終了
【休】月曜、土曜、日曜、祝日

森野 2-2-22
町田市庁舎 1 階
24 時間営業【休】なし

野菜卸

まち☆ベジグルメ店に
登録しませんか？

合同会社

map番号

旬彩坊

39

☆
まち☆ベジを

まち☆ベジをメニューに使用し料理を提供

しているお店や、販売しているお店を「ま

食べる

ち☆ベジ取扱店」に認定し、広く PR を行っ
ています。

まち☆ベジ取扱店に登録して、「まち☆ベ
ジ」とお店の魅力を一緒に PR していただ
ける店舗を募集しています。

ま ち ☆ ベ ジ 登 録 店 の 目 印。
オリジナルプレート
詳しくは町田市 HP へ

業務用野菜をお届けしています

町田市内の飲食店等に業務用の青果物を届けてい
る、まち☆ベジを扱う卸業者。町田市内だけでなく、
他地域の方々へまち☆ベジを知ってもらおうと、積
極的に活動しています。

042-794-7740

相模原市南区上鶴間 1-8-37
9:00~15:00
【休】日曜、祝日及び、市場の休みの日

40

