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豆腐屋 国産大豆、在来種大豆で安全でおいしいお豆腐作りを！

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

喫茶店 オーダーを受けてから作る、こだわりのクレープとガレットのお店です。

カフェ アネモネ
■住小平市小川町1-741-15 ■☎042-313-4150
■休日曜、祝日 ■営11時30分～ 21時（平日）、11時30分～ 17時（土曜）

日本蕎麦 人気の鍋焼きうどん・おそばをご賞味下さい。

そば処 信濃屋  
■住小平市小川西町2-27-9 ■☎042-342-1924
■休木曜 ■営11時～ 20時

和菓子 実りの秋！栗むしようかん、栗おこわがおすすめです。

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

パン 甘さ控えめ、マーガリン・ショートニングを使用しない、体に優しいパン作りを目指しています。

しょう's ベーカリー   
■住小平市たかの台44-11 ■☎090-4149-7037
■休水曜、日曜 ■営9時～売り切れるまで

洋菓子 小平産ブルーベリー使用のブルーベリーバームクーヘン、ポストサブレオススメです。

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

飲食店 豆腐グラタン、おしんこスパゲティ、パンプキンパイがおすすめです。

ロッヂ・アスペン  
■住小平市たかの台38-6 ■☎042-344-7798
■休日曜 ■営17時～ 23時

パン 国産小麦を使ってていねいに焼いています。住宅街の小さな店です。

プクプクベーカリー  
■住小平市上水本町2-7-8 ■☎080-3257-1003
■休月曜、水曜、金曜、日曜 ■営11時～売り切れるまで

うなぎ・季節料理 仕入れから調理までこだわる店主。慶事・仏事・普段使いまでお気軽にご相談ください。

うなぎ 季節料理 藤乃  
■住小平市小川町1-1059-6 ■☎042-345-2227 ■休月曜、第3日曜
■営12時15分～ 19時30分（平日）12時15分～ 20時（土日祝日）、いずれも途中休憩時間あり

うどん 地元地粉を使った小平糧うどん。

うどん弥 根古坂  
■住小平市小川町1-1104-1 ■☎042-344-0007
■休木曜（臨時休業あり） ■営11時30分～ 14時30分

洋菓子 ケーキ、焼菓子、アイス、喫茶小スペースもあります。

フランス菓子 ル・セル  
■住小平市小川町2-1189-19 ■☎042-347-4500
■休水曜 ■営10時～ 19時30分

洋菓子 喫茶でケーキセットをご注文いただくと、50円引きになります。

かしの木  
■住小平市小川町2-1266 ■☎042-345-5994 
■休火曜 ■営10時～ 19時30分

コーヒー専門店 納得の一杯が選べるコーヒー専門店。車いすやベビーカーでも気軽に入れるよう広めにスペースを取っております。ご来店お待ちしております。

珈琲豆店 幸道  
■住小平市小川町2-1297-5 アサヒハイツ105
■☎042-313-5530 ■休木曜 ■営10時～ 18時

居酒屋 備長炭で焼いたジューシーな焼鳥をご賞味あれ！

炭焼処 串侍  
■住小平市学園西町2-15-32 ■☎042-344-2339
■休不定休 ■営17時～ 24時

パン 当店人気No1商品『小平あんぱん』ぜひ一度お召し上がりください。

パン工房 エミュウ  
■住小平市学園東町3-12-6 第5シノダビル
■☎042-345-6464 ■休日曜 ■営7時～ 19時

洋菓子 心をこめて丁寧にケーキや焼菓子を作ってお待ちしております。

菓子屋 イコナ  
■住小平市花小金井南町1-7-8 コーポエミリー 1F
■☎042-463-9997 ■休火曜 ■営10時～ 20時

居酒屋 産地直送地魚、小平野菜が食べられるお店です。

ぼくの空間 大番  
■住小平市学園西町2-14-20 永井マンション102
■☎042-342-5550 ■休不定休 ■営17時～ 24時

ラーメン 背脂を浮かせたあっさり鶏がらのラーメン！！一品も多く一杯やるには最適！！

来来亭 小平仲町店  
■住小平市仲町269-2 ■☎042-346-0722
■休10月18日、11月15日 ■営11時～ 24時（休憩なし）

パン 税込500円以上お買上げのお客様8%引き

パン工房シュシュ   
■住小平市花小金井南町1-12-2 コンフォール花小金井108
■☎042-439-5314 ■休水曜 ■営8時～ 18時

日本料理 個室でゆったり、季節の料理を味わってください！！好評ランチも提供中！

割烹 一龍  
■住小平市学園東町1-2-39 ■☎042-344-5511
■休月曜 ■営11時30分～ 14時、17時～ 21時30分

カフェ・食事処 食事もできる甘味caféです。コダイラブランド認定の「小平産紅茶の豆かん」取り扱っております。米粉のロールケーキ、わらびもちも人気商品です。

甘味cafe こすず  
■住小平市美園町3-31-28 ■☎042-341-0034
■休水曜日、第2・第4木曜日 ■営11時～ 18時（月火木）、11時～ 21時（金土日）

お酒・駄菓子 昔ながらの駄菓子。

むらのや  
■住小平市花小金井1-10-9 ■☎042-463-8666
■休無休 ■営10時～終電まで

中国四川料理 変化に富んだ辛い料理をたくさん販売しております。その中で“よだれ鶏”が人気ナンバーワンの商品となっております。是非、お試し下さい。

招来川菜館  
■住小平市学園東町1-4-28 ■☎042-345-1515
■休無休 ■営11時30分～ 14時45分、17時～ 21時45分

和食 人にやさしいお店を目指しています。

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

洋菓子 栄養価も高く希少価値の高い地元産うこっけい卵を使用し、一つ一つ丁寧に焼き上げた、コクがありとろける味わいの上品なプリンをお楽しみください。

ル・パティシエ・クニヒロ  
■住小平市花小金井1-1-6 ■☎042-461-9216
■休無休 ■営9時～ 21時

焼肉 黒毛和牛A5・A4ランクおすすめです。

明月館  
■住小平市学園東町1-5-7 豊正ビル2・3F ■☎042-344-7869
■休第1、第3月曜（変更あり） ■営17時～ 23時

和食と中華 刺身・焼き魚・麻婆豆腐などの定食や小料理が楽しめる、和食と中華（和華）のお店。

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30分～ 14時（土日祝日はなし）、16時～ 21時

洋食 ふんわりハンバーグやとろとろオムライスをお楽しみください！

街の洋食屋さん くすのき亭   
■住小平市花小金井1-3-14 カーサ・T101 ■☎042-450-6585
■休水曜 ■営11時30分～ 15時、18時～ 22時30分（平日）、17時～ 22時30分（土日祝日）

ラーメン 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！

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

喫茶店 100種類のアレンジコーヒーでお楽しみください。軽食もございます（全席禁煙です）。

ぽえむ －永田珈琲倶楽部－  
■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

油そば ラーメンウォーカー等、多数の雑誌・メディア掲載店。

汁なし麺専門店 メンデザイン  
■住小平市花小金井1-6-32 ■☎042-465-1533
■休月曜 ■営11時～ 15時、17時～ 21時（平日）、11時～ 20時（土日祝）

お茶・のり ノンカフェインのルイボスティ、日本の紅茶あります。

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30分～ 19時30分

喫茶店 日替りランチ・とんかつ御膳好評です！

ルネハーモニー  
■住小平市美園町1-8-5 ルネこだいら1F ■☎042-347-0783
■休第4月曜、第4火曜 ■営11時～（閉店はルネこだいらの催しにより変動）

和食 厳選した食材で料理人が作る、季節のお料理をご賞味下さい。

季節割烹 弥左衛門  
■住小平市大沼町4-50-27 ■☎042-343-8783
■休水曜（季節により変更有） ■営11時～ 15時30分、16時30分～ 22時

パン 毎日焼きたてのパンをご用意してご来店をお待ちしています。

ブーランジュリー 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

喫茶店 ２３０のカップ、個性的なステンドグラス、オーガニックケーキと天然酵母パン。どうぞくつろぎの一時を。

珈琲の香  
■住小平市美園町1-8-1-102 ■☎042-342-5777
■休水曜 ■営10時～ 22時

うどん・蕎麦 打ちたて、ゆでたて、新鮮な食を提供します。

甚五郎うどん・そば店  
■住小平市鈴木町2-865-8 ■☎042-385-8551
■休水曜 ■営11時～ 16時、17時～ 21時

和菓子 ぶるべーどらやき、こげらサブレ（バター味・ブルーベリー味）が人気です。

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

喫茶店 新鮮自家焙煎珈琲が楽しめます。

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

和菓子 玉川屋は職人技が映える本物の味をお届けしています。

和菓子 玉川屋
■住小平市鈴木町2-175-23 ■☎042-465-3249
■休第1、第4火曜 ■営9時～ 19時

お茶・スイーツ 狭山茶を中心に全国の銘茶を取り扱っております。コダイラブランドや緑茶スイーツも豊富にございます。

狭山茶問屋 鈴木園  
■住小平市仲町522 ■☎042-341-0509
■休不定休（お問い合せください） ■営9時～ 18時30分

和菓子 安心・安全の手づくり製品をご用意いたします。

だんごの美好  
■住小平市美園町1-7-17 ■☎042-342-5720
■休木曜 ■営6時～ 18時

魚介類小売 美味しいおさしみと手作りおかず大好評。

魚広  
■住小平市鈴木町2-204-1 ■☎042-465-2963
■休日曜 ■営9時～ 19時

お弁当 第3回小平ご当地グルメコンテストグランプリ「こだいらブルーベリーデミソースハンバーグ」あります！

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～ 19時

和食 一流の料理人たちが腕によりをかけて仕上げた逸品ぞろい。ランチもやっております。

割烹 清乃  
■住小平市美園町2-1-6 ■☎042-341-5622
■休水曜 ■営10時～ 21時

和菓子 手作り、無添加。

○米 伊勢屋  
■住小平市天神町4-22-53 ■☎042-343-1303
■休不定休 ■営8時30分～ 19時

手打ち蕎麦と酒 全国各地から蕎麦の実を自家製粉し、手打ちでお出ししております。美酒も色々ございます。

佳蕎庵  
■住小平市小川町2-1362 ■☎042-347-0655
■休月曜、第3火曜 ■営11時30分～ 14時、17時～ 21時

居酒屋 旬の素材を使ったこだわりの料理が安く楽しめます。昼のランチメニューはリーズナブルで人気です！

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

パン 天然酵母＋玄米ごはん＝ごはんパン、でお待ちしております。

天然酵母ごはんパン るしえる  
■住小平市鈴木町1-499-4 ■☎042-325-1370
■休月曜、木曜、日曜 ■営11時～ 18時（売り切れるまで）

和食処 武蔵野美大生との手造り空間で燻製他、手作料理を楽しめます。

楠・kusunoki  
■住小平市小川町2-1346 ■☎042-315-5296
■休土曜のランチ、日曜、祝日 ■営11時30分～ 14時、17時30分～ 22時

うどん モッチモチの讃岐うどんをベースにした、創作うどんのお店です。プチデザートも付きます。

うどん屋 武  
■住小平市学園西町1-24-11 ■☎042-341-5156
■休水曜、祝日 ■営11時30分～ 15時

ピザ 自家製ピザソースが味わい深い、耳までおいしい手作りピザ。電話にて事前注文、お持ち帰りとテラス席もあります。

農家のピザ ミノールマルシェ  
■住小平市回田町385-15 シュビアリア後藤101
■☎080-3911-5100  ■休不定休 ■営11時30分～ 20時

中華 第2回小平ご当地グルメコンテストでグランプリ、第5回ご当地グルメコンテストで準グランプリに選ばれました。皆様ぜひ一度食べに来てください。

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～ 14時30分、17時～ 21時

洋菓子 小平産ブルーベリー使用の菓子を各種取りそろえてお待ちしております。

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10時～ 19時

飲食店 手作りランチとベーグルのお店。

HoLo HoLo（ホロホロ）  
■住小平市学園東町3-2-30-4 ■☎042-344-7779
■休水曜、祝日 ■営10時～（平日）、11時～（土日）

サンドイッチ 店内でサンドイッチを召しあがれます。

サンドイッチハウス とまと（青梅街道店）  
■住小平市小川町2-1846-106 ■☎042-308-1180
■休無休 ■営6時30分～ 16時

サンドイッチ お子様からお年寄りまで召しあがっていただきます。

サンドイッチハウス とまと（一橋学園店）  
■住小平市学園西町2-2-15 ■☎042-343-2779
■休無休 ■営6時～ 16時

洋菓子 5号生クリーム2,100円より。8%サービス中。

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

和食 お手頃な定食からちょっぴり贅沢な御膳メニュー（夜のみ）まで用意しております。

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

たい焼き あんこたっぷり小倉あんたいやきが人気です。

たいやき みづほ  
■住小平市学園西町2-2-10 ■☎042-341-2886
■休無休（臨時休業あり） ■営11時～ 18時

日本蕎麦 体に優しいお蕎麦を提供しています。

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～ 15時、17時～ 21時
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