各事業者への連絡の際は
「大信パンフレットを見た」と
一言お声掛けください

1

たい焼き ちあき

だいもん

2

たい焼き

メンチカツ

府中の街で50年以上の歴史を持

創業37年！ボリューム満点！ア

つたい焼き屋！一丁焼きで一つ

ツアツの揚げ物を食べながら

一つ焼き上げているためアツア

ゆっくり一息できる空間。テイ

ツでふっくら食感！晴見町商店

クアウトやってます！サクサク

街に来たらここ！

で肉厚な料理はお酒にぴった
り！

🏠 府中市晴見町1-15-17

店頭販売

☎ 042-361-8416

3

蕪木商店
野菜ソムリエが選んだ野菜と果物

🏠 府中市晴見町3-2-3 B1F

店内飲食／テイクアウト

☎ 042-361-8534

4

ｺﾎﾞｺﾎﾞﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ(工場直売所)
ミックスロール・生シフォンケーキ

年代を問わず足を運んでしまう

ＪＲ西府駅から徒歩3分、こだ

府中の憩いの場。店主の魅力も

わりの「天然酵母パン」と口ど

さることながら、野菜ソムリエ

けの良いしっとりフワフワの生

が毎朝厳選した野菜はここでし

シフォンケーキをご賞味くださ

か食べられない美味しさです！

い。営業時間10：00～14：00
テイクアウト営業のみ

🏠 府中市幸町2-1-2
店頭販売／宅配
☎ 042-362-5229
💻 https://www.facebook.com/kaburagi808/

🏠 府中市本宿町2-20-8
☎ 042-306-5230
📩 cobocobobread@gmail.com

テイクアウト

5

そば處 ふるた

大村庵

6

府中もりあげそば

府中もりあげそば

京王線分倍河原駅から徒歩3

北府中駅徒歩3分！温かで落ち

分、北海道摩周産等国産蕎麦粉

着ける店内の空気感が抜群。

を使用した香り高い手打ち蕎麦

新鮮な食材で作るアツアツのボ

と、厳選された全国の地酒を楽

リューム満点の天ぷらとコシの

しめる蕎麦店。出前も可、ぜひ

ある麺が食欲をそそります！

お立ち寄りください。

🏠 府中市美好町3-1-25
☎ 042-362-7304
📩 teutisobafuruta@yahoo.co.jp

9

店内飲食／宅配

四季のあじ 旬楽

🏠 府中市寿町2-27-15

店内飲食／宅配

☎ 042-368-0608

一力

10

蟹といくらの土鍋ご飯

穴子、こはだ 等

新潟、青森等の鮮魚を中心に旬

職人気質な大将は鮮度と産地の

の食材を丁寧に調理しておりま

こだわりを持ち、一品一品丁寧

す。アワビやウニ等、高級な魚

な仕事を心掛けています。ぜひ

介類も出来るだけ安く美味しく

一度、清潔感溢れ楽しい雰囲気

提供しています。

の、当店の暖簾をくぐってくだ
さい。

🏠 府中市府中町2-1-9 府中ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ1Ｆ
店内飲食
☎ 042-368-1112
💻 http://shikinoaji-shunraku.jimdofree.com/

13

ラーメン二郎 府中店

🏠 府中市府中町2-1-9 府中ｱｰﾊﾞﾝﾎﾃﾙ1Ｆ
☎ 042-367-4315

14

ラーメン

季節料理 ことぶき
店主が厳選した日本酒

食べ応えのある極太麺！歯ごた

地元で40年、魚をメインに旬の

えのあるシャキシャキ野菜！

食材を使用した美味しい創作料

噛むたびにうま味が広がるトロ

理を提供します。料理に合う日

トロ豚肉！あのラーメン二郎の

本酒も種類豊富にご用意！

府中店です！

※ご来店の際は電話予約要とな

にんにく入れますか？

ります。

🏠 府中市宮西町1-15-5 関野屋ビル1F

17

店内飲食

店内飲食

府中 砂場
自家製麺の蕎麦

🏠 府中市宮西町1-17-1
☎ 042-365-3419

18

店内飲食

イタリア料理を食べに行こう
和牛100％ 手打ちのラザニア

創業40年以上の歴史ある蕎麦屋

府中・国分寺産の地元野菜、

です。駅徒歩3分の好立地で、

その他産地にこだわった食材を

こだわりの自家製麺をはじめ、

使った料理と、ワインに詳しい

うどん・天ぷら・丼もの等、多

オーナーが厳選した豊富なイタ

数ご用意しています。老舗の味

リアンワインが堪能できます！

をぜひご賞味あれ！

🏠 府中市本町1-10-2
☎ 042-361-2323

店内飲食／宅配

🏠 府中市宮町1-9-12
店内飲食
☎ 042-319-1925
テイクアウト／宅配
💻 https://www.italiantabeniikou.com/

7

レストラン 東北牧場
バイキング

サーロインステーキ、ハンバーグステーキ

青森県の自社農園で、農薬や化

府中で創業し、お客さまに愛さ

学肥料を一切使わずに育った安

れ66年。スープ、デミグラス

心・安全な野菜と野草、卵を

ソースは元ホテルシェフが手間

使ったお食事をご提供しており

暇掛けた自慢の味。ディナータ

ます。十分なコロナ対策を図っ

イムは和牛を使った贅沢コース

ています。

も楽しめます！

🏠 府中市府中町1-5-1 ﾎﾃﾙｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ府中 新館1階
店内飲食
☎ 042-333-7115
💻 https://www.hotel-continental.co.jp/restaurant/restaurant_tohoku/

風来坊

11

レストラン いせや

8

🏠 府中市府中町1-7-3 恩田ビル2F
☎ 042-362-7623

12

なすチーズ、〆の焼きおにぎり

店内飲食

Hair Studio CHERISH

髪にハリ・コシ・艶！ヘナカラー！

府中駅徒歩2分。懐かしい気持

完全予約制サロン。

ちになれるレトロな雰囲気の中

スタイリストがシャンプーから

で、串焼きをはじめ、日替わり

仕上げまで全て担当します。

で楽しめる創作料理などをお手

平日は19時迄パーマ・カラーも

頃な価格でいただける居酒屋で

受け付けています。

す。

🏠 府中市府中町2-6-1 プラウド府中セントラル1Ｆ

店内飲食

☎ 042-360-0445

和楽 酔竹

15

🏠 府中市府中町2-21-10
☎ 042-365-5589
💻 https://www.cherish-salon.com/

16

花はよしがき 吉垣生花店

茨城県産の霞鴨

フラワーギフト

愛媛・兵庫・北海道・熱海より

1946年創業！長年の経験と新し

天然の魚を、肉は沖縄よりア

い感性を融合したフラワーギフ

グー豚、北海道より白老牛を、

トを提案します。お客様にも地

野菜は府中の朝採りを、他には

域にもお役に立てるお店作りを

ない料理として提供しておりま

目指します。

す。

「FRIENDLY FLORIST！」

🏠 府中市宮西町1-17-3 ウエストAビル1F お取り寄せ
☎ 042-369-3241
宅配／店内飲食
テイクアウト／仕出し
💻 http://www.yoitake.com/

蕪木青果店

19

店頭販売

🏠 府中市宮西町2-9-4
店頭販売／宅配
☎ 042-360-2724
💻 https://hana-yoshigaki.hanatown.net/

20

ちりん

すしダイニング鈴音

新鮮な野菜・果物

雅（みやび）

府中駅徒歩2分。季節に応じて

新鮮で美味しいお魚を、お洒落

旬の野菜・果物を新鮮な状態で

で落ち着いた空間で。四季折々

販売しております。果物は糖度

のこだわり鮮魚と種類豊富なお

チェッカーで一定の基準を満た

酒を楽しめる、家庭的で隠れ家

したもののみを販売しておりま

的なお店です。

す。

🏠 府中市宮町1-22-3
☎ 042-361-3680

店頭販売／宅配

🏠 府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル1F
☎ 042-306-7227

店内飲食

21

回転寿司 たいせい 府中本店
びんちょうまぐろ・厚焼玉子

22

手打ち蕎麦 ほてい家

鴨せいろ・天せいろ・週替わりランチ

板前手握りで新鮮ネタをご提

創業90年。隠れ家的な落ち着い

供！TVで紹介の絶品厚焼玉子

た雰囲気の中で、本格的な手打

や、盛合せ寿司、セットメ

ち蕎麦が味わえるお店です。

ニューもございます！テーブル

夕方以降は蕎麦居酒屋として

席もございますのでお子様連れ

ご利用いただけます。

も安心です！

🏠 府中市宮町1-100 ル・シーニュ1F
店内飲食
☎ 042-369-8899
テイクアウト／宅配
💻 http://kaitensushi-taisei.com/

23

和風ダイニング きらり

🏠 府中市宮町2-2-20

24

地酒１杯～【680円～】

八海ラーメン
塩チャーシューメン・ギョーザ

地元野菜・魚介類・黒毛和牛な

内モンゴル産天然岩塩で作った

どを使った逸品料理や賞味期限

透き通ったスープの塩ラーメン

30秒揚げたて自家製さつま揚げ

と、皮から手作りもっちり皮の

などが人気です。レアな地酒も

ギョーザをぜひ一度味わってく

多数ご用意しております。

ださい。

🏠 府中市宮町2-18-2 パークサイドK 2F

🏠 府中市八幡町2-19-22

☎ 042-302-8808

☎ 042-361-1761

25

店内飲食

☎ 042-361-2624

店内飲食／テイクアウト

中華料理 あじさい

店内飲食／テイクアウト

そば処 玉屋

26

しじみラーメン【800円】

とろろそば

府中でお店を始めて20年。お客

美味しい蕎麦をお腹いっぱい食

様のリクエストにお応えし、今

べたいならここ！大盛り完食で

ではチャーハン、麺類が20種

きる方募集中！メニューも豊富

類。その他お料理もたくさんあ

で一押しのとろろはコシのある

ります。ぜひ一度遊びに来て下

そばに絶妙な相性！

さい。

🏠 府中市清水が丘1-1-14 粕谷ビル1F

🏠 府中市紅葉丘1-32-2

☎ 090-4455-3035

☎ 042-363-4141

店内飲食／テイクアウト

店内飲食

………………事務局………………
当組合HPでも
ご覧いただけます！

大東京信用組合
地域サポート部
☎０３-３４３６-０１２２
東京都港区東新橋２-６-１０

大東京信用組合

………………………………………

