立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

住所

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

むぎこ製ぱん所

その他
(パン屋)

富士見町1-6-4

https://facebook.c
自分たちで作れるものはなるべく手作りしています。（ク
om/むぎ粉製ぱん
042-512-7901 リームや調理パンで使う具など）やわらかいパン、かみご
所たえのあるパン、焼き菓子など、幅広く作っています。
466145236882582/

ベーカリー ＫｉＢｕＮ
屋

その他
(ベーカ
リー)

富士見町1-15-8

昭和記念公園から近いので、ピクニックに持って行っても
https:/www.bekery
042-526-1035 楽しめるような昔ながらのパンをそろえたベーカリーで
kibunya.com/
す。カフェもあるので、休憩などに使ってください。

喫茶・ハンドメイドたん
喫茶
ぽぽ立川店

バル ダダッコ

バー

富士見町1-18-10
ワコーレ立川1階1
号

障害者と健常者が共に働く喫茶店です。お昼の500円の
http://www.maroon
042-519-3246 定食と200円のお飲物、手作りのケーキで近隣にお勤め・
.dti.ne.jp/tanpopo/
お住まいの皆様に喜んでいただいています。

富士見町1-32-16

ピザを中心としたワインバルですが、昭和記念公園の帰
https:/www.bardad
042-512-7076 りに休んでもらえるようなママカフェとしてもお使いいただ
akko.com/
けます。

042-525-3623

高齢者のスタッフが活躍する、居心地のいいお店です。カ
フェではおいしいジェラート、手作りカレー、ハンドドリップ
のコーヒーを提供。地元産の野菜や近隣のおいしいパン
屋さんのパン等も販売しています。

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

その他（次の日の天気等を調べて、作る量を調節しています。たくさん作って余らすより、
売り切れ次第閉店というスタイルにしています。余ってしまったら、自分たちで食べたり、
家族や親せきに送り、捨てることはしません）
小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

持ち帰り希望者への対応
小盛りメニュー等の導入
持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示
食べ残しを減らすための呼びかけ
食べ残しを減らすためのポスターの掲示

食べ残しを減らすための呼びかけ

ぴーぴーK70

喫茶

富士見町2-11-21

ばくだん畑

喫茶

富士見町2-12-3
2F

https://www.bakud
落ち着いた雰囲気のくつろげるお店です。ライブやイベン
042-522-2214
an.org
トも開催できますので、ご相談ください。

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

パスタビーノハシヤ

イタリアン

柴崎町2-1-6
エルタワータチB1

042-521-3386 今年で34年目を迎えるパスタ専門店

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

入船茶屋

和食・寿
司

柴崎町2-2-26

家庭料理の店 みち
よ

居酒屋

柴崎町2-3-15
浜中ビル1Ｆ

bistro アナログ舎

その他
（ビスト
ロ）

柴崎町2-3-20
篠塚ビル2Ｆ

創業66年の歴史を持つ寿司入船本店がこの店のルーツ
http://www.facebo
です。現在は宅配とお持ち帰りの専門店ですが、チェーン
ok.com/irifunecyay 042-524-6266 店とは根本的に違います。自慢の味と丁寧な接客で勝負
a/
しています。最近は立川名物うど稲荷ずしのお持ち帰り
のお店としても知られています。

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

042-526-8003 新鮮な魚介と地場野菜にこだわった家庭料理の店

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

ベースはしっかりしているが気軽に楽しめるフレンチ、イタ
042-512-9480 リアン等を中心とした料理、自然派ワインとクラフトビール
を提供。カフェのような居心地のいい雰囲気のお店です。

持ち帰り希望者への対応

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

酒歩たから

ジャンル

居酒屋

住所

柴崎町2-4-18
山田ビル1F

Bonga's Curry &
Dining

その他
（カレー・
柴崎町2-9-3
ダイニン
グ）

おやひなや 立川店

居酒屋

柴崎町3-1-9
ラ・テールビル2F

大戸屋グランデュオ
立川店

和食

柴崎町3-2-1
グランデュオ立川

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

夕方4時からオープンしている居酒屋です。お一人でい
042-528-1510 らっしゃるお客さまが多いので、おつまみは一人で食べき
れる量になっています。
西海岸のカレー屋をモチーフにした、お酒も呑めるカレー
https://m.facebook
屋です。和風出汁とココナッツミルク、ハーブ、スパイスを
.com/bongascurryd 042-595-8382
融合させた「日本人の口に合うココナッツカレー」を提供し
ining/
ています。
本場四国に本店を置く「おやひなや」！プロレスラーの大
仁田厚さんも絶賛した「骨付き鳥」が看板メニューです。
042-595-9317 ジューシーな「ひな」、噛むほどに味わい深い「おや」を
ビール、ホッピーと相性の良いお酒の友にご賞味くださ
い！フェイスブック「おやひなや立川店」にて検索！
1958年 東京タワーの完成したその年に、東京・池袋に
大衆食堂を構えたのが大戸屋の始まりです。それから60
https://www.ootoy
0422-26-2614 年。かあさんの手作り料理を、多くに人に、多くの街に。大
a.com/
戸屋は「健康提供企業」として、「定食」にこだわり、手作り
の優しい味とおいしさを提供し続けます

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

小盛りメニュー等の導入

ベーカリ＆カフェ 麦２
パン屋
BAKUBAKU

柴崎町3-13-11

スープカフェ なんで
もない日

柴崎町4-11-4

松屋 立川柴崎町店

その他
(スープ)

和食

大衆酒場 和海（なご
居酒屋
み）

柴崎町6-10-8

錦町1-3-27

042-527-2721 原材料は極上！でも価格はリーズナブルが勢ぞろい

http://nandemonai
地元の旬の野菜を主な材料にした日替わりスープをお出
042-523-5114
hi.jp
ししています。
化学調味料・保存料無添加のプレミアム牛めしが看板商
品です。お持ち帰り希望のお客様には弁当容器をお渡し
https://www.matsu
042-540-3085 しておりますのでご利用の際はお気軽にお声がけ下さ
yafoods.co.jp/
い。
旬の食材や立川産のものにこだわった食材を提供し
ています。鮮魚からブランド肉の取り扱い。２Fは
042-595-6659 ゆったりとした個室をご用意しています。

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

その他（お客様からご注文の際に「少なめに」とか
「ピクルスはいらない」とか声をかけてくださいますので、
食べ残しはほとんどありません。）

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

中国料理 五十番

鉄板焼き しのや

中華

和食

錦町1-4-5

錦町1-5-25
佐保田ビル２Ｆ

http://www.annex地元名産のうどを使ったラーメンがおすすめ！寄席やコ
tachikawa.com/goj 042-522-7472
ンサートなどイベントも開催しています！
yuban

042-522-1117 リーズナブルな金額で鉄板料理を幅広く堪能できます。

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

住所

GOOD&BAD TIMES

その他
（カフェ
バー）

錦町1-5-25
秋庭ビル1F

和食 すぎむら

和食

錦町1-6-15-2Ｆ

立凪

居酒屋

錦町1-8-2
乙幡ビル1F

Norwegian wood

バー

錦町1-8-5
イーグル立川１F

居酒屋 青海

居酒屋

錦町1-10-2
光洋ビル1Ｆ

その他
豆やキッチン ぽこっと (惣菜・弁 錦町1-20-15
当)

大衆海鮮居酒屋
おっ魚（おっとっと）

居酒屋

錦町2-1-3 一期
M2ビル 2階

ホーリゲ

居酒屋

錦町2-1-10
池田ビル1Ｆ

松屋 立川錦町店

和食

錦町2-1-3
ICHIGO-M1ﾋﾞﾙ

ビビ立川本店

フレンチ

錦町2-3-31
伊藤ビル1F

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

https://m.facebook
夕方6時から朝6時まで、お酒はもちろんコーヒー一杯だ
.com/emosanchi/?l 042-512-9210
けでもOKなユルいお店
ocale2=ja_jp

市場に30年通い続けた女将だからこそ出来る国産にこだ
042-595-8321 わった天然の魚、旬の野菜を使用。手作り無添加で身体
にいい料理をご提供します。

042-528-0050

立川駅北口から移転したてのお店です。串揚げがメイン
ですが、他にも一品メニューを是非!!

https://m.facebook
「本」と「音楽」と「映画」がコンセプト！お酒やコーヒー、食
042-595-7612
.com/nw.tachikawa
事も愉しめます！

http://tachikawaoumi.com/

042-528-4666 旬の食材と日本酒が売りのお店です。

体に優しく、美味しく食べて元気になっていただけるメ
https://m.facebook
042-808-7507 ニュー作りを心がけています。お惣菜とお弁当のお店で
.com/pocotto/
す。
当店では食品ロスを減らす為、料理は全て１人前の
提供とさせて頂いております！
https://www.hotpe
pper.jp/strJ001168 042-595-6898
499/

042-522-8408

少人数から多人数まで、お好みのお料理をお召し上がり
ください。

化学調味料・保存料無添加のプレミアム牛めしが看板商
品です。お持ち帰り希望のお客様には弁当容器をお渡し
https://www.matsu
042-548-7261 しておりますのでご利用の際はお気軽にお声がけ下さ
yafoods.co.jp/
い。

http://vvt.shopinfo.
ソムリエ厳選のワインと日本酒。炭火焼きの肉料理と有
042-519-3995
jp
機野菜。

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

小盛りメニュー等の導入

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための呼びかけ

その他（コース料理を宴会に使っています。お客様が食べるはやさなどみながら提供しているので、食べのこし
は有りません。大皿料理は出さず一品料理も沢山たのむよりゆっくりたのんで下さるようお願いしています。）

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

住所

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

錦町3-2-26
http://mangapark.j
042-529-8682 まんがのお供に軽食やドリンクをどうぞ！
立川市子ども未来
p/
センター2Ｆ

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

立川まんがぱーく

その他
(軽食)

デニーズ立川南店

レストラン 錦町3-8

chota チョータ

その他
(カレー)

ガーデン＆クラフツ
カフェ

イタリアン 錦町6-23-18

イタリアンベースのお食事とケーキ、カフェが楽しめ、ゆっ
http://www.garden
042-548-5233 たりした時間を過ごせます。駐車場7台程度有、テラスの
andcrafts.com/
みワンちゃん可。

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

SHUPOUL シュポー
ル

その他
(ギリシャ
羽衣町2-5-15
レストラ
ン)

http://shupoul.com
ギリシャワインを数多くご用意しております。ご家族の
042-519-3923
/
パーティー、お誕生日パーティーなど楽しいひとときを！

持ち帰り希望者への対応

その他（大皿盛りで取り分け（シェア）を勧めております）

なごみたま

喫茶

http://www.tamate
自然農法、無農薬、化学肥料不使用、人工化合物不使
bakonet.jp/blog_det
用のお野菜、調味料を主に使用し、心と身体にやさしい
080-5538-9611
ail2/&blog_id=2&id=
店づくりを行っています。店内の造作も天然素材のものを
6786
使用しています。

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための呼びかけ
持ち帰り希望者への対応

うどん/そ
羽衣町2-56-1
ば

http://soba-udon色々なサービス・イベントや日本酒の入荷などをホーム
musashian.jimbo.co 042-522-4849
ページ・Ｆacebook・Twitterで配信しています。
m

小盛りメニュー等の導入

武蔵庵

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

睦乃家 二代目鉄五
郎

居酒屋

曙町1-23-10

http://bokunchi.net
042-527-6776 敷居の低い、和食を中心とした居酒屋です。
/

持ち帰り希望者への対応

その他（当店ホームページ内ブログにて紹介
http://bokunchi.net/news/8997/）

オステリア タイム

イタリアン

曙町1-27-4
ル・グラン立川１F

http://osteriatime.com

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

伍楽

和食

曙町1-30-16

http://www.goraku
江戸前の炭火焼鳥がメインのカジュアルな大人の居酒屋
042-521-5200
-tabhikawa..com/
です。

カフェ＆バー ガレー
洋食
ジ

曙町1-37-24

http://www.cafegarage.net

https://shop.7andi
明るい笑顔の接客と美味しいお料理、明るく落ち着いた
042-523-5885 お洒落な店内で地域の皆様に楽しいひと時をお過ごし頂
fs.co.jp/map/21931
けるよう、従業員一同ご来店をお待ちしております。

042-525-1004 体に優しいカレーです。

錦町4-3-2

羽衣町2-27-9

042-512-5886

立川野菜を多く取り扱っています。本物の価値をリーズナ
ブルにご提供しています。

昭和記念公園の目の前にあり、車好きな方、ペット同伴
042-526-5290 の方大歓迎。2階には100名収容のパーティルームもあり
ます。

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入（ライス及び、一部のサラダ、ステーキ、
パスタ、デザートでサイズが選べるようになっております）
その他（お子様向けに配布するの冊子の中で、
エシカルアクションとして、食品ロスなどの啓発活動を実施。）

食べ残しを減らすための呼びかけ
（メニューブックで、農水省ろすのんマーク
と共に「食べ残しを防ぐため、
少なめライスをご希望の方は、遠慮なく
お申し出ください」を料理全ページに掲載。）

小盛りメニュー等の導入

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

松屋 立川北口店

ジャンル

和食

住所

曙町2-3-3

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

化学調味料・保存料無添加のプレミアム牛めしが看板商
品です。お持ち帰り希望のお客様には弁当容器をお渡し
https://www.matsu
042-548-1513 しておりますのでご利用の際はお気軽にお声がけ下さ
yafoods.co.jp/
い。
1958年 東京タワーの完成したその年に、東京・池袋に
大衆食堂を構えたのが大戸屋の始まりです。それから60
https://www.ootoy
0422-26-2614 年。かあさんの手作り料理を、多くに人に、多くの街に。大
a.com/
戸屋は「健康提供企業」として、「定食」にこだわり、手作り
の優しい味とおいしさを提供し続けます

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

大戸屋立川北口店

和食

曙町2-5-17

個室居酒屋 家偉族

居酒屋

曙町2-7-19MAビ
ル2F

当店では、食材などの余りがないよう、まかないや出汁に
042-519-3412 使ったりするなど、無駄のない調理を心がけています。全
172席の完全個室居酒屋です。

餃子ダイニング こゝ
ろ

居酒屋

曙町2-11-8
TCPC5 2F

042-512-7107

松屋 立川店

和食

曙町2-12-15
立川金水ﾋﾞﾙ1F

吉野家 立川北口大
通り店

和食

曙町2-12-2

海の家 波音

居酒屋

曙町2-14-19 １F

https://tabelog.co
JA沖縄認定店舗、海の家をモチーフにした居酒屋。国う
m/tokyo/A1329/A 042-595-6091
ま和牛と新鮮鮮度抜群の海鮮料理
132901/13153111/

小盛りメニュー等の導入

レストラン マユール

レストラン

曙町2-16-6
テクノビル1階

http://www.mayur.j
立川最大級老舗アジアンレストラン。100人収容大型パー
042-523-0410
p
ティールームあり。宴会は2,980円から。

持ち帰り希望者への対応

ギョーザとスペアリブをつまみに生ビール・ハイボールを
グイっと楽しく飲みニケーション

化学調味料・保存料無添加のプレミアム牛めしが看板商
品です。お持ち帰り希望のお客様には弁当容器をお渡し
https://www.matsu
042-540-7038 しておりますのでご利用の際はお気軽にお声がけ下さ
yafoods.co.jp/
い。
小さいサイズの「コモサラ」や、ご飯が少なくお肉が多い
http://www.yoshin
「アタマの大盛」も販売しております。通常商品におきまし
042-521-7899
oya.com
ても、ご飯少なめの対応も承っております。お気軽にお声
掛けください。

042-512-9638

国内外のクラフト生ビール10TAPとカリフォルニアワインと
手作りソーセージの店

Craft Beer & Wine U-! 居酒屋

曙町2-18-6

立川 串揚げ えん

落ち着いた雰囲気のお店で、お一人様も気軽にくつろい
曙町2－21－3 久 https://www.kushia
042-528-3828 でご利用いただけます。自慢の衣で揚げたての串揚げを
保田ビル2F
ge.jp/
ご堪能ください。

居酒屋

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

食べ残しを減らすための呼びかけ

その他（野菜の皮等で出汁を取る）

食べ残しを減らすための特典の付与

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

http://shinbopan.c
毎日たべたくなってしまうおいしいものを作り続けたいと
042-522-6211
om/
思っています。

持ち帰り希望者への対応

ごはんcafé バンブリッ レストラン
曙町2-25-2
ト
/食堂

土鍋で炊くごはんと野菜中心の手作りおかずをお出しし
http://www.facebo
ています。がっつり食べたい方も、ヘルシーに食べたい方
042-519-3786
ok.com/bamborit
も、いろいろカスタマイズできます。ご注文があってから作
るお弁当も好評です。

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

cocokara

喫茶

http://caféランチから夜はお酒まで楽しめるお店。新鮮なお野菜を
cocokara.amebaow 042-512-7159 使用した様々なお料理を提供します。週末にはミニライブ
nd.com
も開催！

食べ残しを減らすための
呼びかけ

その他（野菜の葉を捨てていたところを有効利用する、
なるべくごみの出ないように調理を工夫する）

レストラン ベース
ボール

曙町2-31-15
レストラン 日住金立川ビル1
階

http://www.infランチタイムでライスの小盛りサイズを注文した場合、女
042-526-2282
fact.com/baseball/
性の方は100円割引きいたします。

鉄板焼き 千珠

その他
（鉄板焼
き）

曙町3-4-3

http://xn-mkrw27e.com

和食

高松町2-1-23

シンボパン

菊松屋

その他
(パン屋)

住所

曙町2-21-5

曙町2-28-10

食材は、生産者の情熱があふれる素材そのもの。リスペ
042-529-6787 クトを込めて無駄なく丁寧に料理を提供させていただきま
す。

http://www.kikuma
042-526-7583 古民家風の店内で、昔懐かしい田舎めしを提供します。
tsuya.com/

食べ残しを減らすための特典の付与

小盛りメニュー等の導入

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための
食べ残しを減らすための特典の付与
ポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

食べ残しを減らすための呼びかけ

百嘉園

太幸苑

中華

中華

高松町2-22-2

高松町2-25-1

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

042-523-2526

042-527-0906 地域密着で昔ながらの中華料理屋です。
持ち帰り希望者への対応

Bistro Apero ビストロ
フレンチ
アペロ

https://m.facebook
.com/Bistro2017年5月オープン。帰宅前に気軽に楽しめるフレンチを
Apero-ビストロアペ
090-9334-3368 提供します。居心地のいい空間でくつろいでください。ラン
高松町2-27-2 1F
ロチ営業あり。
1707680396192931
/

居酒屋キッチン
BLACK・POT

高松町3-13-21

居酒屋

http://www17.plala.o
042-524-5592
r.jp/blackpot/

アウトドアで人気のダッチオーブン料理をインドアで楽し
めます。特に一番人気の鶏の丸焼きは食べなきゃ損！

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための呼びかけ

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

高松製麺所 またちゃ
うどん
ん

みのーれCafé

住所

高松町3-15-6

その他
（直売所
砂川町2-1-5
併設レス
トラン）

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

香川県より仕入れ、いりこの出汁を使った本場の讃岐うど
んです。麺は一晩寝かせ朝一番、出汁と共に切り出しを
042-522-2201 ご提供！粉は香川の木下製粉、節は京都の福島鰹、瀬
戸内海で獲れたいりこ、各節、こんぶで出汁をとっていま
す。一度ご賞味ください！
https://www.city.ta
立川ブランド「柔豚」を使用した肉うどんや産直果実を使
chikawa.lg.jp/sangy
用したスムージーなど地産地消を推進しています。新鮮
oshinko/sangyo/no 042-538-7227 な地場産野菜が並ぶ共同直売所「ファーマーズセンター
gyo/hanbaijo/minor
みのーれ立川」内に併設しておりますので、お買い物と一
ecafe.html
緒にお気軽にお越しください。

その他
珈琲豆焙煎工房まめ
(珈琲豆
吉
専門店)

砂川町6-36-11

店主まめ吉の厳選した生豆を、完全熱風式焙煎機で丁寧
http:/www.mameya
042-535-1070 に時間をかけ焙煎しております。豆の持つ味わいを最大
-mamekichi.com/
限に引き出す仕事をしております。

菊松食堂

緑町4-5
壽屋ビル1階

http://www.kikuma
古民家風の店内で、関西の出汁を生かした和食を提供し
042-595-9303
tsuya.com/
ます。

和食

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

食べ残しを減らすための呼びかけ
小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

その他（珈琲の殼を、そのまま捨てるのではなく、
ダンボールコンポストを利用し、堆肥を作っています。）

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

食べ残しを減らすための呼びかけ

キクマツヤLODGE

洋食

Adam's awesome PIE 喫茶

緑町4-5
壽屋ビル1階

緑町4-5
壽屋ビル204

https://kikumatsus
042-512-8202 古民家風の店内で、美味しい洋食を堪能できます。
inten.owst.jp/

042-595-8375

立川の老舗「根津青果店」がプロデュースしたカフェです。
旬の果物や野菜を使用し、パイやサラダバーにして提供
しております。その他、自家製スパイスをまぶして焼き上
げたロティサリーチキンやハンバーガーなども自慢です。

小盛りメニュー等の導入
食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

住所

ビストロ サイトウ

その他
（ビスト
ロ）

緑町3-1-Ｂ2

キッチンさかえ

その他
（和・洋・
中）

栄町3-2

うまいもん処 弁慶

翠燕（すいえん）

和洋弁当 栄町5-10-2

中華

大戸屋立川若葉町店 和食

栄町5-10-4

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

042-595-7706 アットホームなビストロです。

日替わりランチが大人気です。洋食をはじめ、和食、中華
http://sakaefukush
042-540-1033 もございます。店内では障がいをもつ方々が接客をさせ
i.jp
ていただいております。

http://www.ne.jp/a
アットホームなお店の中華屋です。是非ご来店お待ちして
042-535-4152
sahi/suien/535おります。
4152/
1958年 東京タワーの完成したその年に、東京・池袋に
大衆食堂を構えたのが大戸屋の始まりです。それから60
年。かあさんの手作り料理を、多くに人に、多くの街に。大
戸屋は「健康提供企業」として、「定食」にこだわり、手作り
の優しい味とおいしさを提供し続けます

若葉町３-５６−１

http://ichifukumam
品質の高い生豆を毎日焙煎し、煎りたての新鮮なコー
042-534-0290
eten.com
ヒーをご提供いたします。

その他
(珈琲豆
店)

若葉町4-18-4

カフェレストラン てく
たく

レストラン

若葉町4-25-1
若葉町団地37-102

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付

その他

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入
持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

042-535-1530 味とボリューム

https://www.ootoya.
0422-26-2614
com/

自家焙煎珈琲豆店
一福

小盛りメニュー等の導入

042-536-5788

手作りの味、家庭的な味を大切に地域の皆様に喜んで頂
けるお店でありたいと思っています。

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすための特典の付与
（食べきった人に次回使える割引チケット進呈）

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応
食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

立川食べきり協力店一覧

2021年12月15日時点
取組内容

店舗名

ジャンル

住所

ホームページアドレ
ス

電話番号

お店のアピール

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための
ポスターの掲示

食べ残しを減らすための呼びかけ

食べ残しを減らすための特典の付
持ち帰り希望者への対応
食べ残しを減らすための呼びかけ

居酒屋ねこあし食堂

居酒屋

幸町1-22-8
ナカトクビルB1F

042-534-9926

とんかつ かつ亭

和食

幸町4-59-4
サンヨーハイツ101
号

042-535-4611

地元の野菜や国産食材などを使った体に優しい家庭料
理を提供します。ランチは限定10食のみ。

Café ＆ Photo Studio
レストラン 幸町5-96-7
イロノハ

http://mirainomori.
カフェときどきスタジオです。みんなの居場所、楽しい場所
csplace.com/ironoh 070-4398-2256
を目指しています。
a/

デニーズ立川店

テラス風席も有り、明るい店内でお食事、ティータイムを
https://shop.7andi
042-535-1500 お楽しみ頂けます。パーティは2名様から30名様までご予
-fs.co.jp/map/2684
算に応じて承ります。お気軽にご相談ください。

レストラン 柏町１－５－１

レストランヨネザワ

フレンチ

柏町4-61-9

http://restaurant042-535-0838 無添加で伝統的フレンチ
yonezawa.c.ooco.jp

コミュニティカフェ ス
テッチ

喫茶

柏町4-77-1

http://stitch.com

社会福祉法人立川市
社会福祉協議会cafe 喫茶
はぁもにぃ

泉町1156-9
立川市役所内1階

http://www.tachika
立川産のうどを使った、ピラフやパスタをぜひ一度ご賞味
042-512-7810
wa-shakyo.jp
ください。（１月から４月までの季節限定です）

やきとり 三原

西砂町6-38-3

居酒屋

042-535-9881

玉川上水沿いにある緑豊かな環境にあるカフェです。別
施設のギャラリーでは、コンサートや展示会を行っていま
す。地域に根ざした交流の場として、環境にも配慮した店
を目指しています。

042-531-5698 地元密着で楽しいお店

その他

小盛りメニュー等の導入

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

小盛りメニュー等の導入

持ち帰り希望者への対応

小盛りメニュー等の導入（ライス及び、一部のサラダ、ステーキ、
パスタ、デザートでサイズが選べるようになっております）
その他（お子様向けに配布するの冊子の中で、
エシカルアクションとして、食品ロスなどの啓発活動を実施。）

小盛りメニュー等の導入

食べ残しを減らすための呼びかけ
（メニューブックで、農水省ろすのんマーク
と共に「食べ残しを防ぐため、少なめライス
をご希望の方は、遠慮なく
お申し出ください」を料理全ページに掲載。）

持ち帰り希望者への対応

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

持ち帰り希望者への対応

食べ残しを減らすためのポスターの掲示

