
グルメサポーターズ店一覧

Ｎｏ 店舗名 郵便番号 住　所 電話番号 業　態 営業時間 定休日 サービス内容

1 遊食SHIN坊’S 183-0003 東京都府中市朝日町2-29-5・2F 042-333-0651 居酒屋 17:00～24:00 月曜日
ドリンク1杯サービス

（ドリンク1杯以上飲んだ方に限る）

2 たま酒場 183-0004 東京都府中市紅葉丘3-41-10 042-405-9800 居酒屋 17：30～24：00 無休 生ビール１杯サービス

3 ホルモン焼肉八芳亭 183-0005 東京都府中市若松町2-7-1 042-369-3714 焼肉 17:00～22:00 火曜日 1グループにつき生ビール１杯サービス

4 とんかつ割烹やすいみ～と 183-0011 東京都府中市白糸台1-23-3 042-363-8601 飲食
【ランチ】11：00～14：00

【夜】17：00～23：00
【日曜日のみ】16：30～22：30

ランチ：日曜日
夜：火曜日・祝日

とんかつ単品を770円から550円

5 手作り弁当こもれび 183-0012 東京都府中市白糸台4-16-1-101 042-6995-4621 弁当販売 11:00～16:00 日曜日 からあげ3個サービス

6 焼きとり　びんずる 183-0013 東京都府中市小柳町6-19-70 042-302-2277 居酒屋 17：00～24：00 水曜日 生ビール500円（お１人様1杯限り）

7 寿々屋 183-0014 東京都府中市是政5-7-25 042-361-3834 日本そば
【昼】11：00～14：00
【夜】17：00～21：00

木曜日 オリジナルの「丼」プレゼント」

8 あじさい 183-0015 東京都府中市清水が丘1-1-14-1Ｆ 090-4455-3035 中華料理
【昼】11:30～14:30
【夜】17:00～25:00

火曜日 ギョーザ1皿サービス

9 もんじゃ焼き　凱旋門 183-0015 東京都府中市清水が丘1-3-9　小林ビルB1 042-336-6999 鉄板居酒屋 18：00～23：00 月曜日・火曜日 生ビール（中）１杯サービス

10 洋食屋コントワール 183-0021 東京都府中市片町1-18-1 福田ビル1F 042-334-7353 洋食
【昼】11:30～14:00
【夜】17:30～22:00

火曜日 生ビール小１杯サービス

11 居酒屋風 183-0021 東京都府中市片町1-6-1青祥ヒルズ102 042-361-5669 洋風居酒屋 17:00～23:30 月曜日 グラスドリンク（赤）1杯サービス

12 beer hall BOON 183-0021 東京都府中市片町2-21-16 池田ビル2F 042-335-6826 ビア・ホール 17：00～25：00 日曜日 から揚げ（和風）380円から100円

13 処々や 183-0021 東京都府中市片町1-11-3 042-405-0558 和食
【昼】11：30～14：00
【夜】17：00～22：00

不定休 ドリンク1杯サービス
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14 パブ・ラウンジ樹 183-0021 東京都府中市片町1-11-3 042-367-7020 スナック 19：00～26：00 日曜日・祝日 ドリンク1杯サービス

15 和楽　酔竹 183-0022 東京都府中市宮西町1-17-3　ウエストAビル1F 042-369-3241 和食
【昼】11:30～13：30
【夜】17：30～22：30

水曜日 六皿料理一品又はドリンク1杯サービス

16 吉見家 183-0022 東京都府中市宮西町4-16-1 042-361-2166 そば店 11：30～20：00 不定休 1,000円以上ご利用の方10%引き

17 しゃぶしゃぶ温野菜府中店 183-0022 東京都府中市宮西町1-5-1 フラココ第8ビルB1F 042-358-1229 飲食店（しゃぶしゃぶ
【月～金】17:00～24:00
【土・日】16:00～24:00

年始1/1 約70種類飲み放題500円（税別）

18 和食　ぶら日 183-0022 東京都府中市宮西町2-3-6富士会館ビルＢ１ 042-405-0800 和食（飲食店） 17：00～23：30 日曜日
サントリープレミアムモルツ１杯無料

（お一人様１杯限り）

19 Wine Terrace Yu-me 183-0023 東京都府中市宮町2-4-2 042-302-3977 ワインバー
【昼】11：30～15：00
【夜】17：30～23：00

不定休 ミニドルチェサービス

20 焼肉ＢＡＲさんたま府中店 183-0023 東京都府中市宮町1-23-7　 042-319-2944 焼肉
【月～金】17:00～24:00

【土】16:00～24:00
【日・祝】16:00～23:00

不定休 おすすめのお肉サービス

21 モナムール清風堂本店 183-0023 東京都府中市宮町2-1-1 042-361-9774 イタリアンレストラン 10：00～22：00 無休
コーヒーまたは紅茶１杯サービス

（レストラン利用の際に限る）

22 ほてい家 183-0023 東京都府中市宮町2-2-10 042-361-2624 飲食業
【昼】11：00～15：00
【夜】17：00～21：00

月曜日・第1・3火曜日 生ビール又はハイボール1杯サービス

23 やきとり山長　府中本町店 183-0027 東京都府中市本町2-19-2 042-336-6678 やきとり 16:30～23:30 無休
サワー類1杯サービスor生ビール１杯半額

（お１人様１回１枚有効）

24 炭火やきとり彩 183-0034 東京都府中市住吉町2-27-2 042-363-1699 やきとり居酒屋 17:00～23:00 日・月曜日 生ビール（中）１杯サービス

25 KIZUNA DINING　中河原店 183-0034
 
東京都府中市住吉町2-2-20

042-367-7222 居酒屋 17：00～24：00 日曜日 ドリンク1杯サービス

26 KIZUNA DINING　府中店 183-0035 東京都府中市宮西町1-11-1 042-364-1194 居酒屋 17：00〜24：00
月曜日

（祝日の場合は翌日）
ドリンク1杯サービス
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27 食事処しのみや 183-0052 東京都府中市新町1-12-37 042-360-1396 和食
【昼】11:30～13:30
【夜】17:00～22:00

第1・3日曜日 ドリンク1杯サービス

28 酒喰BAR町 183-0055 東京都府中市府中町1-5-7 浦野ビル2F 042-340-0666 洋風居酒屋 11:00～29:00 無休
ハンバーグ１品サービス
（現金会計のみ有効）

29 薩摩の台所しげぞう 183-0055 東京都府中市府中町3-1-11 042-370-1033 居酒屋 17:00～22:30 日曜日 1組につきお会計より10％引き

30 肉もつ土穂本店 183-0055 東京都府中市府中町1-6-6英知ビルB1 042-319-9829 居酒屋 17:00～24:00 月曜日 ドリンク1杯サービス

31 やきとり山長　総本店 183-0055 東京都府中市府中町1-6-3・2F 042-368-4559 やきとり 16:30～23:30 無休
サワー類1杯サービスor生ビール１杯半額

（お１人様１回１枚有効）

32 KikiZakeダイニング志喜 183-0055 東京都府中市府中町1-27-8 042-365-8900 居酒屋 17:30～23:00 月曜日 生ビール1杯サービス

33 憩のオアシス　久慈 183-0055 府中市府中町1-8-1府中駅前ビルセブンシティＢ090-1114-4664 スナック 19：00～26：00 日曜・祝日 お会計より10％OFF

34 やすのたまぞう 183-0057 東京都府中市晴美町3-7-2 090-8843-8637 中華（ラーメン）
【平日】11:30～15:00/17:30～22:00

【土・日・祝】11:30～22:00
平日の月曜 味玉サービス

35 居酒や　樹海 183-0085 東京都府中市四谷1-27-2 042-362-8321 居酒屋 17:00～23:00 火曜日 生ビール1杯サービス


