
食材の仕入れ状況などにより商品が変更となる場合がございます

■丸の内エリア

出　店　者 メニュー名

1 リストランテ・ヒロ チェントロ
江戸東京野菜とボロネーゼソーススパゲティ
江戸東京野菜とトマトソーススパゲティ
江戸東京野菜とジェノベーゼスパゲティ

2 マンゴツリー東京
江戸東京野菜のグリーンカレー
江戸東京野菜のトムヤムヌードル
タピオカ入りカボチャミルクティー

3 mikuni MARUNOUCHI 東京あきるの・秋川牛スネ肉と杉並・完熟トマトのシチュー  他

4 押上よしかつ
東京まっ黒イカスミソース焼きそば（目玉焼き入り）
トーキョーサイダー

5 リトルジュースバー
東京野菜のグリーンスムージー
東京牛乳のいちごけずり

6 AKOMEYA TOKYO 丸の内ビルディング 東京米のおにぎりとAKOMEYA出汁 セット

7
WISE SONS TOKYO
－SAN FRANCISCO DELICATESSEN－

クリスピーパストラミが入ったエッグチーズベーグル
パストラミチーズポテトフライ 東京産ワケネギ

8 CITA CITA
”ガパオライス”鶏ひき肉のバジル炒め ココナッツご飯
”パッタイ”TOKYO Xのアジアン焼そば
ココナッツミルクコーヒー　　他

9 ゴドノフ東京 丸ビル店
牛肉と玉ねぎのパン生地ピロシキ
本店のボルシチ
本店のサラダオリビエ～屋台スタイル～　　他

10 BARBACOA CLASSICO
ハラミ肉とソーセージのシュラスコプレート
イチボのビーフカレー　　他

11 銀座寿司幸本店
江戸前握り
魚骨らーめん令和Version

12 ZEALANDER
フィッシュアンドチップス
NZ産ラムチョップのグリル（1P）

13 CHINESE 青菜 フィッシュ＆チップス 中華あんかけ

14 A16東京
TOKYO Xサルシッチャ マルゲリータ
ポークのミートボール トマト煮込み

15 BREEZE OF TOKYO TOKYO Xのピタサンド（フレンチフライ付き）

16 トキハソース 滝野川焼きそば

17 気生根-きふね
東京キャベツの肉まん
江戸東京野菜たっぷりの麻婆豆腐丼
内藤カボチャのプリン

18 TOKYO GROWN
江戸東京野菜と東京しゃもの薬膳カレー
谷中ショウガのジンジャーエール
東京産野菜、農家の加工品、スイーツ　他

19 アリーズケバブ ケバブサンド（チキン・ラム・ビーフの3種類）

20 Marunouchi Café
ヴィーガンフルーツサンドウィッチ
ヴィーガンフルーツパフェ ブドウ＆和梨
ヴィーガンフルーツパフェ ストロベリー　　他

21 （公財）東京都農林水産振興財団
TOKYO Xウィンナー
東京しゃもウィンナー

22 JA東京グループ 農産物（野菜、果物）、クッキー、ジャム、ドレッシング

23 NPO法人　江戸東京野菜コンシェルジュ協会 内藤カボチャ

24 東京都酪農業協同組合
東京牛乳、東京牛乳サブレ、東京牛乳ラスク、
東京牛乳バウムクーヘン、東京牛乳アイス

東京味わいフェスタ２０１６　（丸の内エリア）　出店者・商品名　一覧東京味わいフェスタ２０１９ 出店者・メニュー名一覧 

別 紙 2 

令和元年8月29日現在



出　店　者 メニュー名

25 東京うこっけい生産組合 東京うこっけい卵

26
東京都／東京都食品産業協議会
（遠忠食品、食品企画、横井醸造工業、
　日出味噌醸造元、トキハソース）

東京イイシナ
（佃煮、カレー（明日葉入り）、酢、ピーナッツ味噌、ソース）

27 （公財）東京都中小企業振興公社 江戸切子、東京洋傘、江戸刺繍、東京彫金

28 東京都オリンピック・パラリンピック準備局 東京2020PR

29 東京都環境局 食品ロス削減PR

30 OPEN CITY MARUNOUCHI 2019 OPEN CITY MARUNOUCHI 2019 PR

■有楽町エリア

1
熊本
からし蓮根のふくとく

からし蓮根
からし蓮根コロッケ　他

2
広島
ワシの宮島牡蠣

殻付き焼き牡蠣　他

3
高知
Ｍａde in 土佐　高知アイス

おいしいんだものゆずシャーベット
あっさりしているアイスクリン。コーンタイプ　他

4
兵庫
ひょうご　ふるさと館

あかし玉子焼（明石焼）
炭酸泉せんべい　他

5
日本郵便株式会社
手紙で東京の魅力を伝えよう！

手紙ワークショップ

6
大阪
100年続く蒲鉾屋　藤熊

練天
お魚すり身プリプリえび焼売　他

7
滋賀
ここ滋賀

滋賀の地酒　４種飲み比べ
びわ湖の魚　佃煮　他

8
群馬
ぐんまちゃん家（焼きまんじゅう　ほたかや）

焼きまんじゅう
焼きまんじゅう（餡入り）　他

9
栃木
栃木県アンテナショップ［とちまるショップ］

とちおとめスムージー　他

10
茨城
お芋のこたろー

とろ焼き芋
飲む焼きいも　他

11 帝国ホテル
ラクレットチーズのホットドッグ
キッシュロレーヌとライスコロッケ　他

12 江戸下町料理　宮戸川
江戸東京野菜と東京鮮魚の天ぷら串
江戸東京野菜と東京鮮魚の天ぷら茶漬け　他

13 キリンビール
キリン一番搾り＜生＞
ハイネケン＜生＞　他

14
日本地酒協同組合
『郷酒_SATOZAKE』ブース

東北から九州まで厳選12蔵の地酒

15 いまでや 日本ワイン

16 東京愛らんど
神津島産　丸金塩辛　中辛
新島産　焼きくさや
島ハイボール　他

17
八丈島
あしたば加工工場

あしたばグリーンジュース
パッションフルーツジュース　他

18
山梨
富士の国やまなし館

甲州とりもつ煮
甲州ワイン　他

19
神奈川
サンクトガーレン

Ｆｒｅｓｈ　Ｈｏｐ　ＩＰＡ
ゴールデンエール　他

20
福島
小名浜美食ホテル

ジャンボカジキメンチ
カジキメンチ小サイズ 3個セット　他

21
宮城
仙台朝市みうらや

仙台味噌から揚げ
仙台塩から揚げ　他
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出　店　者 メニュー名

22
岩手
岩手キスケヤ

ホタテ浜焼き
牡蠣蒸焼き　他

23
博多
うまかもんキッチン

博多炊き餃子
博多焼き鳥　他

24
愛知
長城菜館

台湾まぜそば　他

25
静岡
すだ屋

富士宮やきそば
おんたまのせ　他

26
山形
米沢　琥珀堂

米沢牛コロッケ
米沢牛スペシャルメンチ
米沢牛牛肉弁当　他

27
北海道
COCORIRE

スープカレー
ポテトコロッケ
チーズケーキ　他

28
大多摩観光連盟
くんせい屋　いぶし庵

スモークチキン
肉の炙り丼
スモークチーズクレープ　他

29
大多摩観光連盟
福生ドッグ

福生ドッグ
モフィートミントジュース　他

■日比谷エリア（東京ミッドタウン日比谷）

1 Smiley Creperie
ハンバーガー
ベーコンエッグバーガー　他

2 寿清庵 抹茶クレープ　各種

3 トルコ料理ベッラクキッチン
ビーフとチキンケバブサンド
ビーフとチキンケバブ弁当　他

4 三代目岩崎本舗
角煮バーガー
角煮まんじゅう　他

5 もちmochi屋 焼き団子、草餅　他

■日比谷エリア（日比谷公園）

1 es.tokyo ナシゴレン、ガパオライス　他

2 ADVENTURES☆PARTY TOKYO XポークのBBQピッツァ

3 いちや とり天丼、とり天カップ　他

4 スカイガーデンズキッチン ローストビーフ屋の牛すじカレー、牛カルビ串　他

5 ハニービー TOKYO X焼そば、TOKYO X豚丼　他

6 もちmochi屋 焼き団子、草餅　他

7 Little Grandma ハンバーグライス、ローストビーフライス　他

8 青空食堂 鴨ねぎ汁、きゅうり一本漬け　他

9 鮨英 金目鯛タタキ、う肉　他

10 くれよん
クリームブルーベリークレープ
クリームコムハニークレープ

11 インド料理ハベリ チキンバターマサラカレーセット

12 バンギャオ
東京ちゃんこ鍋
わさび醤油のビーフステーキ丼

13 中津からあげ渓
中津唐揚げ
東京しゃも唐揚げ　他

14 トゥクトゥク屋台 タイご飯2種盛り(グリーンカレーとガパオご飯のダブル盛り)　他

15 幸せのメロンパン　HAPPyHAPPy
焼きたて　幸せのメロンパン
シュークリームメロンパン(東京産ブルーベリージャム)他
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