
主催：小平グルメの会、小平食品衛生協会　問合せ：小平市産業振興課 ☎042-346-9534

●グルメ券（3,000円分） 15名

●グルメ券（2,000円分） 30名

●グルメ券（1,000円分） 150名

1等

2等

3等

５店分のスタンプ
を

１口として、抽選
で

豪華賞品が当たり
ます。

小平市内の飲食店
やお菓子屋など、

47店で期間限定ス
タンプラリーを開催

!!

スタンプを５個集め
ると、東京ディズニ

ーリゾートのチケッ
トや

参加店で使用でき
るグルメ券が

　　　　　　　　
　抽選で総勢200名に

当たります。

❶スタンプラリー参
加店舗で飲食また
は買い物をした際、
スタンプラリーシー
トを店員にご提示
ください。

❷１回のお会計に
つきスタンプを
１個押印します。

❸５店分以上のスタン
プを集め、必要事
項をご記入のうえ、
スタンプラリーシー
トを参加店舗にて、
応募してください。

当選者は小平グルメの会による抽
選によって決定し、賞品の発送を
もって発表といたします。

※ご記入いただいた情報は、本事業に関する
運営・管理・連絡・通知にのみ利用します。

小平市内の飲食店
やお菓子屋など、

店で期間限定スタン
プラリーを開催!!

店で期間限定スタン
プラリーを開催!!

小平グルめぐり 

スタンプラリー
小平市内の飲食店

やお菓子屋など、

47店で期間限定ス
タンプラリーを開催

!!小平市内の飲食店
やお菓子屋など、

47店で期間限定ス
タンプラリーを開催

!!

※スタンプラリーシートは各店舗に置いてあります。(数に限りがありますのでお早めに)。
※スタンプ10個で2口、15個で3口のご応募として抽選します。
※期間中であれば、お一人様何口でも応募できます。

応 募 方 法  当 選 発 表  

－応募締切－

平成26年1月13日（月・祝）

●特賞 東京ディズニーリゾートペアチケット 5名東京ディズニーリゾートペアチケット 5名東京ディズニーリゾートペアチケット 5名

第２回

参加店で使用でき
るグルメ券が

　　　　　　　　
　抽選で総勢200名に

当たります。

●●特賞●東京ディズニーリゾートペアチケット 5名東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット東京ディズニーリゾートペアチケット 555555555555555555555名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名
期間／12月6日●金～1月13日●月・●祝



小平グルめぐりスタンプラリー
参 加 店 一 覧

■住住所 ■☎電話番号 ■休定休日 ■営営業時間

菓子製造

1 有楽製菓㈱
■住小平市小川町1-94 ■☎042-341-1811
■休土、日曜、祝日  ■営9時～ 17時

★工場直売のチョコレートが食べられます！

豆腐

2 豊島屋とうふ店
■住小平市小川西町3-3-22 ■☎042-342-4008
■休日曜、祝日　■営10時～ 19時

★国産大豆と国産の本ニガリで美味しい豆腐を作っています。

洋菓子

3 モンペリエ
■住小平市小川西町3-19-15 ■☎042-344-2378
■休日、月曜　■営11時～ 19時

★名物のポルボロ（スペインのお菓子）をぜひお試しください！

和菓子

4 旬彩游菓 立花家
■住小平市小川西町2-27-11 ■☎042-341-4118
■休火曜　■営9時～ 19時

★四季折々の和菓子を手作りしています。新食感の「カフェ・オ・レ大福」も人気です。 

洋菓子

5 ドリヤン洋菓子店
■住小平市たかの台46-8 ■☎042-343-0005
■休無休　■営9時～ 22時

★お店の奥にテイーコーナーがありますので、おいしいケーキを食べることができます。

食品卸小売

6 東京かじの
■住小平市小川東町5-7-1 ■☎042-341-7511
■休日曜、祝日　■営9時～ 17時

★小平市の特産品ブルーベリーを使用した「ブルーベリーカレー」をぜひお試しください。

洋菓子

7 ル・セル
■住小平市小川町2-1189-19 ■☎042-347-4500
■休第１火曜　■営10時～ 19時30分

★フランス菓子の伝統的な技術と味を守りながら、親しみやすさがあります。

洋菓子

8 かしの木
■住小平市小川町2-1266 ■☎042-345-5994 
■休火曜　■営10時～ 20時

★おいしいお菓子を おいしいうちに。。。焼きたて、作りたてにこだわります。 

日本料理

9 日本料理 大野家
■住小平市小川町2-1330-17 ■☎042-341-1248
■休月曜 ■営11時30分～14時、16時30分～21時30分

★様々な旬の素材を取り揃え、お客様に満足いただける料理作りを続けてまいります。

サンドイッチ

10

★店内でサンドイッチを召しあがれます。

青梅街道店サンドイッチハウス とまと
■住小平市小川町2-1846-106 ■☎042-308-1180
■休無休 ■営平日6時30分～ 16時、日曜、祝日6時30分～ 15時

食料品

38 桜井食料品店
■住小平市鈴木町1-233-6 ■☎042-341-7301
■休日曜　■営9時30分～ 20時

★あなたの好みに合わせた味づくりしてます。自家惣菜がいろいろあります。

39

和菓子

40 和菓子 玉川屋
■住小平市鈴木町2-175-23 ■☎042-465-3249
■休第2、4火曜　■営9時～ 19時

★北海道産小豆使用し、丁寧に仕上げた手作りの「餡」をお届けしています。

41

うどん・そば

42 手打ちうどん・蕎麦甚五郎
■住小平市鈴木町2-865-8 ■☎042-385-8551
■休水曜　■営11時～ 21時

★小平名物「糧うどん」が食べられます。麺は切り方で味や食感が大きく変わります。

ラーメン

43 メンデザイン
■住花小金井1-6-32 石塚ビル1F ■☎042-465-1533
■休月曜  ■営11時～ 22時、日曜・祝日は21時まで

★汁なし麺専門店！濃厚油そばなど、こだわりの創作麺を提供致します。

杏仁豆腐

44 杏 's café
■住小平市花小金井1-3-14 カーサ・T102
■☎042-450-3141 ■休木曜 ■営10時30分～21時

★香り高い最高級の杏仁、皇杏（こうきょう）を使用した杏仁豆腐を提供しております。

洋菓子

45 ル・パティシエ・クニヒロ 
■住小平市花小金井1-1-6 ■☎042-428-0755
■休無休　■営9時～ 21時

★厳選した素材を使用し、手作りのフレッシュな菓子をお楽しみください。

そば・うどん

46 そば処 清川 花小金井店
■住小平市花小金井1-10-8 ■☎042-461-0275 
■休水曜　■営11時～ 20時

★老舗の蕎麦屋の上品な甘さが充満する「牡蠣そば」をご堪能ください。

喫茶店

47 喫茶＆PUB 「しんしん」
■住小平市花小金井南町2-18-3 ■☎042-427-7005
■休月曜、第2日曜　■営11時～ 20時

★花小金井南の癒しの場、美味しいコーヒー、しんしんシフォン、お食事もどうぞ。

中華

11

★第２回小平ご当地グルメコンテストでチャーシュー炒飯がグランプリに選ばれました！

パン屋

12 BREAD FACTORY 510
■住小平市小川東町1821-31 ■☎042-341-4510
■休日曜　■営10時～ 20時

★無添加（牛乳・卵未使用）だからアレルギー体質の方も安心してお召し上がりください。

お弁当屋

13 フレッシュ多摩 まるやす
■住小平市仲町611-1 ■☎042-342-0554
■休日曜　■営10時～ 18時30分

★小平産の野菜など、こだわりの食材を使用した料理を提供いたします。

お茶屋

14 狭山茶問屋 鈴木園
■住小平市仲町522 ■☎042-341-0509
■休不定休　■営9時～ 18時30分

★「ブルーベリー紅茶」や「丸ポスト銘茶」などオリジナル商品があります。

お寿司

15

★小平ご当地グルメコンテスト準グランプリになった「元祖小平巻」があります！出前あり

和菓子

16 菓子舗 青柳
■住小平市学園東町1-9-17 ■☎042-344-5444
■休木曜　■営10時～ 19時

★「ぶるべーどら焼き」のお店。「こげらサブレ」など、小平市ならではの商品があります。

パン屋

17 ブーランジェリー アプッチヴー
■住小平市学園東町1-9-18 ■☎042-344-4925
■休日曜　■営10時～ 19時

★焼きたてのパンをぜひお召し上がりください。

お茶屋

18 宮鍋園 学園坂本店
■住小平市学園東町1-8-1 ■☎042-341-0627
■休日曜　■営9時～ 19時30分

★昭和32年創業のお茶と海苔、関連商品の専門店です。

ラーメン・定食

19 福龍
■住小平市学園東町1-6-16 ■☎042-341-0323
■休月曜、第5日曜 ■営11時30～14時30分、18時～24時

★麺は自家製手もみ仕上げ。当店の自慢はピリ辛みそ味福龍麺！

お茶屋

20 宮鍋園 一橋学園駅前店
■住小平市学園東町1-3-7 ■☎042-342-1235
■休日曜　■営9時～ 19時30分

★お茶屋が薦める美味しいティーパックがあります。

喜楽鮨
■住小平市学園東町1-8-4 ■☎042-341-6781
■休無休 ■営11時30分～ 14時30分、18時30分～22時30分

中国料理 長江宴
■住小平市小川町2-1842-8 吉盛ビルB1F ■☎042-343-5881
■休月曜 ■営11時30分～ 15時、17時～ 22時

和食

28

★旬の素材を使ったこだわりの料理が安く楽しめます。

日本料理

29 割烹 清乃
■住小平市美園町2-1-6 ■☎042-341-5622
■休第3火曜、水曜 ■営11時30分～14時、17時～21時30分

★伝統の味を、一流の料理人たちが腕によりをかけて仕上げた逸品揃い。

カフェ

30 永田珈琲
■住小平市美園町1-6-1 グリーンプラザビル2F
■☎042-345-9733 ■休無休 ■営10時～ 20時

★こだわりの800あまりのカップを取り揃え、器を愛でつつ味わう珈琲をお届けします。

カフェ

31 珈琲の香
■住小平市美園町1-8-1小平駅南口ルネセブン街　
■☎042-342-5777  ■休無休  ■営10時～ 22時

★特製ケーキはどれも甘さを控えているので安心してお召し上がりください。

カフェ

32 ぽえむ
■住小平市美園町1-33-1 ショッピングセンター 2F
■☎042-345-2168 ■休無休  ■営9時～ 21時

★アレンジ珈琲を含めて１００種類のコーヒーが楽しめます。

居酒屋

33 酒楽和華 清乃
■住小平市美園町1-32-2 ■☎042-343-0773
■休水曜　■営11時～14時、16時～22時

★リーズナブルな価格で和食と中華をお気軽にお楽しみいただけます。

和食

34 ごはん処ぶら～り
■住小平市美園町1-32-1 ■☎042-403-8137 
■休日曜　■営11時～14時、17時～22時

★ボリューム満点のランチ定食が楽しめます。

蕎麦

35

★5月に開業したばかりの綺麗なお店です。自慢の「蕎麦」をぜひお召し上がりください。

和菓子

36 亀屋菓子店
■住小平市学園東町3-3-4 ■☎042-343-3850 
■休日曜　■営9時～ 19時

★自慢の和菓子をどうぞお召し上がりください。

洋菓子

37 ナイトー洋菓子店
■住小平市学園東町3-2-2-5 小平団地アーケード内
■☎042-342-2035  ■休水曜  ■営9時～ 20時

★カステラふんわり、後味さっぱり生クリーム。親しみやすい菓子作りを目指しております。

蕎麦ダイニング くはら
■住小平市学園東町3-12-2-2 ■☎042-346-8622
■休月曜　■営11時30分～ 21時（休憩15時～ 17時）

味処しみず
■住小平市美園町3-15-5  ■☎042-341-7747
■休月曜 ■営11時30分～13時30分、17時30分～22時、日曜は夜のみ営業

串屋

24 炭焼処 串侍
■住小平市学園西町2-15-32 ■☎042-344-2339
■休水曜　■営19時～ 24時

★毎朝さばいた大山地鶏を備長炭で焼いています。

サンドイッチ

25 一橋学園店サンドイッチハウス とまと
■住小平市学園西町2-2-15 ■☎042-343-2779
■休無休　■営5時～ 16時

★手作りマヨネーズを使用しておりますのでお子様からお年寄りまで召し上がって頂けます。

洋菓子

26 洋菓子 サントノーレ
■住小平市学園西町1-19-21 ■☎042-345-1042
■休日曜　■営12時30分～ 19時

★自慢はチーズケーキ！オリジナルな味　ガトーオレンジ

日本料理

27 いろりの里
■住小平市上水本町2-19-22 ■☎042-321-0294
■休年末年始　■営11時～ 21時30分

★汽車でお料理を運ぶ懐石しゃぶしゃぶ・すきやきをお楽しみください。

中華

21 招来川菜館
■住小平市学園東町1-4-28 ■☎042-345-1515
■休不定休 ■営11時30～15時、17時～21時

★本場の料理人による本格的な四川料理を提供します。

日本料理

22 一 龍 学園東町店
■住小平市学園東町1-2-39 ■☎042-344-5511
■休月曜 ■営11時30～14時、17時～21時30分

★築地市場より厳選食材を仕入れ　お客様に感動と驚き、喜びをご提供します。

居酒屋

23 僕の空間 大番
■住小平市学園西町2-14-20-102
■☎042-342-5550 ■休不定休 ■営17時～ 24時

★高知県 室戸港、北海道 函館港 等より直送の獲れたて地魚が食べられます。

応募締切／平成26年1月13日（月・祝）

食料品

おかずの店 いよや
■住小平市鈴木町１-174-8 ■☎0424-62-2220
■休日曜　■営9時30分～ 20時

★毎日市場へ行って新鮮な材料を仕入れ、無添加、自家製造にて販売しています。

喫茶

カフェおいしい時間
■住小平市花小金井6-45-25 ■☎042-427-7083
■休第1、3月曜、火曜　■営9時～ 17時

★奥深い味わいのコーヒーをひとつひとつ心を込めて，ハンドドリップで淹れています。

期間／12月6日金～1月13日月・●祝


