
#ふちゅエ
ール裏面も見

てワン！

クラウドファンディング期間

府中飲食店緊急支援
プロジェクト

府中のお店にエールを送ろう！
府中市民、そして全国のみなさんが府中のお店を
支援することができるプロジェクトです。

府中のお店にエ
ールを送ろう！コロナに負け

ない！緊急
支援！
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このチラシは、東京都府中食品衛生協会さんと多摩信用金庫府中支店さんの協賛により一般社団法人まちづくり府中が発行しています。

5月1日㈮～31日㈰



「ふちゅエール」は、府中のお店にエールを送ろう！というコンセプトのもと、府中市民、
そして全国のみなさんが府中のお店を支援することができるプロジェクトです。
第1弾として、新型コロナウイルス感染症の影響で苦しい状況が続いている飲食店に
皆様からの支援金(エール)をお送りいただくことで、後日使える食事券などを返礼品
としてお受け取りいただく飲食店支援プロジェクトを実施します。

「ふちゅエール」とは？

支援WEBサイト「READYFOR」(レディーフォー)から支援できます。
サイトへのアクセスは、こちらの2次元コードからお願いします。

支援方法

クラウドファンディングで支援したい方

https://readyfor.jp/projects/fuchu-yell

レディーフォー　ふちゅエール

❶「食事券を事前購入型」の支援

ふちゅエール問合せ先

● 2,000円 ➡支援者が指定した飲食店お食事券 2,000円分
● 5,000円 ➡支援者が指定した飲食店お食事券 5,000円分
● 10,000円 ➡支援者が指定した飲食店お食事券 10,000円分

● 20,000円 ➡まちづくり府中特設WEBサイト等にて支援者様のご紹介
● 50,000円 ➡まちづくり府中特設WEBサイト等にて支援者様のご紹介
● 100,000円 ➡まちづくり府中特設WEBサイト等にて支援者様のご紹介

❷「食事券購入なし型」の支援 （※寄付控除の対象とはなりませんのでご注意ください。）

❶サイトへ
　アクセス

❷支援したいお店を
　選んで食事券を購入

❸食事券が届く ❹みんなで楽しむ！

どれにしようかな？未来を支援したい！

※支援額は全額、指定店舗に渡ります。
※食事券の発送は6月を予定しています。
※食事券の有効期間 令和2年7月1日（水）～令和2
年12月31日（木）を予定しています。（ただし、
緊急事態宣言等による各店舗の休業期間を除く）

※会計時お釣りは出ません。
※店舗への支援を目的としているため、いかなる事
由があっても食事券の返金は行わない方針です。
※支援者が指定した店舗に、支援者の情報を事務
局より提供することがあります。

(一社)まちづくり府中
〒183-0056
東京都府中市寿町1-5
府中駅北第2庁舎 7階
TEL：042-370-1960
E-mail：machidukuri_fuchu@nifty.com

※イメージです。実際とは異なる場合があります。

まちづくり府中では、市内のお店をご紹介する携帯アプリ
『けやき日和』をリリースしています！
テイクアウトや出前を実施する店舗情報も掲載中です。

詳細はこちら

「けやき日和」
https://machidukuri-fuchu.jp/keyakibiyori/

詳細はこちら

むさし府中商工会議所では、府中市内でテイクアウト（お持ち帰り）
やデリバリー（宅配）をしているお店を紹介しています！
みんなで府中の「おいしい」を応援しませんか？

「おうちＤＥふちゅうごはんプロジェクト」
http://www.tama5cci.or.jp/chamber/2020/fuchu_gohan/index.html



居酒屋苗ちゃん006

ホッとするような家庭の味をお届けします。
味には自信があります！

042-360-7571

■所在地：宮西町 1-17-3 ウエストビルA 1階
■通常営業時間：17:30～翌 8:00
■定休日：年始、お盆期間

TAKE
OUT

※テイクアウトの場合は事前にご注文ください

居酒屋 花まる007

串揚げ、おでん、酒肴、分倍河原の居酒屋で
す。宜しくお願いします。

042-369-7225

■所在地：片町2-21-17
■通常営業時間：17:00～23:00
■定休日：日曜・祭日

UnCharmeCafe005

今出来ることは、自分が出来ることを全力で
やりきり、この苦境に立ち向かうこと！共に
頑張りましょう！

042-367-7066

■所在地：府中町 1-7-3 恩田ビル2 階
■通常営業時間：9:00～20:00
■定休日：月曜

TAKE
OUT

the Angie Ave. 004

今年NEWオープンしたベーカリーカフェ。
心が躍るようなおいしいパンを毎日焼きたて
で提供しております。

042-310-9663

■所在地：片町 2-18-3
■通常営業時間：11:00～19:30
■定休日：日曜

TAKE
OUT

IN VINO VERITAS
SANTGRIA009

IVVサングリアでは現在営業を縮小しており
ますが、落ち着いた際にはぜひお店でゆっく
りお過ごしください。

042-368-6368

■所在地：本町 1-1-7
■通常営業時間：11:00～22:00
■定休日：火曜

TAKE
OUT

※テイクアウトは5/7 ～開始  ※デリバリーは要相談

うまいもん屋 ごいち010

是政駅前で、大衆ホルモン焼肉とセルフ焼き鳥
のお店です。自称府中一番煙い店です。是非ご
来店ください。

042-335-5132

■所在地：是政 5-7-1-102
■通常営業時間：17:00～22:30
■定休日：月曜・第 3火曜

TAKE
OUT

※アメブロの他、Facebookページあり
※テイクアウトはお電話にて受付

M's bar011

M's barと申します。オールドアメリカの雰囲
気の店です。店舗継続へのご協力をお願い致
します。

042-319-0223

■所在地：宮町1ｰ34ｰ2サンスクエアビル地下1階7号室
■通常営業時間：19：00～翌 2：00
■定休日：日曜

店紹介：府中市タウン新聞

磯吉008

府中で43年続く居酒屋です。旬の食材を使っ
た家庭料理が自慢です。店の存続のためにご
支援お願いします。

042-368-6520

■所在地：宮町 1-100ル・シーニュ1階
■通常営業時間：15:00～22:00
■定休日：なし

おうち居酒屋よってこ012

皆様のお力を借りてますます府中を盛り上げ
ていきたいです。コロナに負けず、皆様と共
に頑張っていきます！

042-319-1121

■所在地：本町 2-20-73 2 階
■通常営業時間：平日16:00～23:00
　　　　　　　　土日祝15:00～23:00
■定休日：月曜

TAKE
OUT

大村庵（新町）013

コロナに負けないよう頑張りましょう！

042-361-1484

■所在地：新町 1-44-32
■通常営業時間：11:00～15:00
　　　　　　　　17:00～20:30
■定休日：火曜

TAKE
OUT

※テイクアウトとデリバリーのメニューや配達範囲は
　要相談

お好み焼きレストラン
さかえや 014

いつでも変わらず美味しいお料理をご提供出
来るよう、頑張ります！

042-361-2717

■所在地：寿町 3-4-1
■通常営業時間：平日11:30～14:00、17:00～
23:00、土日祝17:30～22:00 ■定休日：不定休

TAKE
OUT

※令和2年4月末現在、東京都要請に従い、
　20:00まで、その後はテイクアウトのみ営業

回転寿司たいせい
府中本店016

府中にて創業し現在48年目。職人握り寿司に
こだわり、地域密着型の店として府中の皆様
と歩んできました。

042-369-8899

■所在地：宮町 1-100　ル・シーニュ1階
■通常営業時間：11:00～21:30
■定休日：施設に準ずる

TAKE
OUT

※デリバリーは出前館

Counter Bar BASH017

府中の方々に愛され12年のカジュアルバーで
す。これからも笑顔いっぱいのお店が続けら
れますよう努めます。

042-369-6399

■所在地：府中町 1-6-3 倉林ビル3 階
■通常営業時間：18:00～27:00
■定休日：月曜・第 3火曜

牡蠣BASARA018

府中の皆様に支えて頂き、地元に根差したお
店を続けてくることが出来ました。これから
も府中の為に頑張ります！！

042-310-9440

■所在地：宮西町 1-15-5 関野屋ビル101
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：なし

アミューズメントパブ
レモン002

皆様のお陰で35周年を迎える事が出来まし
た。一生懸命に頑張ります。応援、宜しく
お願い致します‼

042-366-5051

■所在地：宮西町 2-3-1 欅ビル B1階
■通常営業時間：19:30～翌 1:00
■定休日：お正月、お盆休み

アラカラバル003

あげたてのからあげとウイスキーをぜひ楽し
みに来てください

042-334-8280

■所在地：本町 2-19-55オルジュ本町 1階
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：日曜・月曜（第1・3週）

TAKE
OUT

※鮨割烹たちばなのテイクアウトの受付可
※令和2年4月末現在12:00～20:00営業中

カジュアルイタリアン
シマトネリコ019

テラス席でイタリア料理を気軽に楽しめます。
テラス席ペット同伴可。お散歩のひと時にぜ
ひお越しください。

042-367-7779

■所在地：宮西町1-11-11府中アーバンホテル別館
■通常営業時間：11:00～22:00
■定休日：火曜 (祝日を除く)

TAKE
OUT

味の天徳 分倍河原店001

皆様の温かいお気持ちで、 美味しい油そばを
ご提供し続けるチャンスを頂きました。 苦境
に負けず頑張ります！

042-370-1671

■所在地：片町 2-20-13
■通常営業時間：11:00～25:00
■定休日：年末年始

TAKE
OUT

※令和2年4月末現在、11:00～20:00で営業中TAKE
OUT

令和 2年 4月末から5月上旬現在で
テイクアウトを実施している店舗

令和 2年 4月末から5月上旬現在で
デリバリーを実施している店舗

ふちゅエール
参加店舗一覧
（五十音順＋追加店舗）

●写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。●2次元コードをスマートフォンで読み取ると、各店舗のウェブサイトや SNS ページをご覧いただけます。

おばんざい カザミドリ015

皆様も大変な時期ですが必ず乗り越えましょ
う！皆様の応援が心の支えになります！宜し
く御願い致します。

042-306-7640

■所在地：府中町 1-27-1 パークロード101
■通常営業時間：17:00～23:00
■定休日：月曜 ・第 2 第 4日曜



KikiZakeダイニング志喜024

多摩エリアNo.1 ！店主厳選の日本酒30種
類程度常時ご用意しております♬旨いつま
みと共に！

042-365-8900

■所在地：府中町 1-27-8
■通常営業時間：17:30～24:00
■定休日：日曜

KIZUNA DINING
中河原店025

生産者と共に、お客様の健康を考え安心でき
るお店づくりを行ってまいります！

042-367-7222

■所在地：住吉町 2-2-20
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：日曜・月曜

KIZUNA DINING
府中店026

生産者と共に、お客様の健康を考え安心でき
るお店づくりを行ってまいります！

042-364-1194

■所在地：宮西町 1-11-1
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：月曜（5月7日以降変更の可能性あり）

韓酔房陽だまり023

落ち着いたらまたいつも通りに食べたり飲ん
だり来て頂けると嬉しいです。よろしくお願
いします。

042-360-0339

■所在地：宮西町 1-15-5 関野屋ビル1階
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：月曜・火曜

国府ぶた丼X
うまくて生姜ねぇ!! 本舗028

当店のぶた丼は、上質な国産ロースを高知産
生姜と国産有機蜂蜜を使ったタレに絡ませた
カラダに嬉しい一杯です。

042-352-1921

■所在地：宮西町 2-9-1宮西ビル1階
■営業時間：11:30～15:00、17:00～20:00
※上記は臨時営業時間 ■定休日：不定休

TAKE
OUT

※デリバリーはウーバーイーツ、出前館

CONABACCA府中029

再び皆様に当店で楽しい時間を過ごしていた
だく為に、皆様のお力を少しだけお借りでき
たらと思います。

042-306-8855

■所在地：府中町2-6-1プラウド府中セントラル1階
■通常営業時間：11:30～24:00
■定休日：なし

TAKE
OUT

こにしや030

府中の活気を取り戻す為、皆様のお力を是
非貸してください！府中にエールを是非く
ださい！！

042-340-1138

■所在地：本町 2-20-44 本町ストア1階
■通常営業時間：17:00～23:00（入店は22:00まで）
■定休日：月曜

軽食小木曽027

コロナウイルス拡散防止のためテイクアウト
中心の時短営業中です

042-302-3522

■所在地：宮西町4-12-5
■通常営業時間：12:00～23:00
■定休日：月曜

TAKE
OUT

四川広東料理 貴麗032

本場中国で修業した料理長の手作り料理と陽
気な店長のおもてなしが自慢の本格中華料理
店です。

042-370-1828

■所在地：宮西町 2-3-9 樽平ビル2 階
■通常営業時間：ランチ11:00～14:30
　　　　　　　　ディナー17:00～24:00
■定休日：元旦

TAKE
OUT

しゃぶしゃぶ温野菜
府中店033

開業から12年。体験したことのない状況です
が、皆様と一緒に乗り越えていきたいと思っ
ています。

042-358-1229

■所在地：宮西町1-5-1 フラココ第8ビル地下1階
■通常営業時間：平日17:00～24:00（L.O.23:00）
土日16:00～24:00（L.O.23:00）  ■定休日：1/1

※5/6まで店舗休業中。延長の可能性あり

Jam's bar034

応援者の皆様大変ありがとうございます。
営業再開のときはよろしくお願いいたします。

042-360-0606

■所在地：府中町 1-5-4 スカイビル B1階
■通常営業時間：18:00～27:00
■定休日：日曜

四季のあじ 旬楽031

応援頂きありがとうございます。皆様からの
お気持ちを倍にして、お皿に乗せてお返し出
来ればと思います。

042-368-1112

■所在地：府中町2-1-9府中アーバンホテル1階
■通常営業時間：16:00～23:30（L.O. 22:30）
■定休日：お盆、正月以外無休

※令和2年5月6日まで自粛休業

旬菜酒房ほおずき036

今年で20年を迎えます…女性だけで頑張って
いる手作り料理の小料理屋です、玉子焼きが
一番人気です。

042-340-4611

■所在地：宮西町 1-17-2 ウエストビル B館
■通常営業時間：17:30～23:00
■定休日：日曜・木曜

鮨割烹たちばな037

皆様の健康と安全を第一に、頑張ります

042-306-7501

■所在地：本町 2-20-52
■通常営業時間：12:00～20:00
■定休日：日曜・月曜

TAKE
OUT

※アラカラバルにてテイクアウトの受付可

鮨なか田038

鮨なか田です！アットホームで居心地の良い
お店です！新鮮なお魚と一緒に皆様をお待ち
しております。

042-363-2525

■所在地：八幡町 1-3-12
■通常営業時間：11:00～14:00、16:00～22:00
■定休日：火曜・第 3水曜

TAKE
OUT

酒蔵宮一035

ご支援ありがとうございます。落ち着いたら
ぜひ来てください。お待ちしております。

042-368-2159

■所在地：府中町 1-8-12 キャッスルプラザ4階
■通常営業時間：17:00～23:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

割烹阿吽020

応援いただきありがとうございます。みなさ
まに美味しい料理をお届けできる日を心待ち
にしております。

042-306-5003

■所在地：宮町 2-22-18
■通常営業時間：12:00～15:00、17:00～23:00
（料理L.O.22:00、ドリンクL.O.22:30） ■定休日：月曜

※昼は６名様より要予約  ※御膳デリバリー（応相談）

TAKE
OUT

カフェ&バール
アエロポルト021

イタリアのエスプレッソ、パニーニからクラ
フトビール、世界のワインとチーズを取り揃
えています。

042-336-7550

■所在地：紅葉丘 3-41-20
■通常営業時間：11:00～23:00
■定休日：火曜・第1水曜

TAKE
OUT

※Facebookページあり

cafe MUSASHIYA022

店主の地元府中の皆さんに驚きと感動のある
コーヒーをお伝えし続けていけるよう、ご支
援宜しくお願いします。

042-306-5909

■所在地：若松町 1-1-4 ライトルヴェ1階
■通常営業時間：平日10:00～19:00土日祝9:30
～18:00  ■定休日：不定休

※緊急事態宣言期間中は時短営業しております

TAKE
OUT

●営業時間や定休日は、通常時の情報を基本としています。緊急事態宣言下などの営業時間については、直接各お店にお問い合わせください。

スナック SOLA039

皆様の憩いの場としてご利用いただければ嬉
しいです。営業再開後のご来店を心よりお待
ちしております。

042-369-0939

■所在地：宮西町 3-21-1
■通常営業時間：18:00～24:00
　　　　　　　　金曜のみ18:00～翌 1:00
■定休日：日曜・月曜



ちえのわ046

今年7月に4周年を迎えます！皆様の御支援お
願い致します

042-334-3355

■所在地：宮町 1-34-2 サンスクエアビル B-1
■通常営業時間：19:00～24:00
■定休日：日曜・木曜

中華飯店さたけ047

ご支援ありがとうございます。 ご来店いただ
ける日を心待ち致しております。

042-367-0313

■所在地：若松町 3-5-36
■通常営業時間：11:00～15:00、17:30～22:00
■定休日：水曜

TAKE
OUT

大衆 BASARA
ごっちゃん045

府中の皆様に支えて頂き、地元に根差したお
店を続けてくることが出来ました。これから
も府中の為に頑張ります！！

042-319-0066

■所在地：宮西町 1-12-1
■通常営業時間：16:00～23:00
■定休日：なし

TAKE
OUT

そば処 山口家044

一日も早く事態が終息し、皆様が元気に笑顔
で安心してご来店いただける日を心より願い
お待ちしております。

042-363-0470

■所在地：押立町 2-42-2
■通常営業時間：11:00～15:00、17:00～19:30
■定休日：金曜

TAKE
OUT

ツバメキッチン049

３月にオープンしたばかりです。府中出身の
二人でやっています。これから府中を盛り上
げていきたいです。

042-319-9222

■所在地：宮西町1-16-1府中グリーンハイツ109
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：月曜

手打ちそば大村庵
中河原050

住吉町(中河原)の手打ちそば屋です。家族経
営で頑張っています。自慢のそばを是非食べ
に来てください！！

042-368-5547

■所在地：住吉町4-48-18
■通常営業時間：11:00～15:00、16:30～20:00
■定休日：火曜・第 3月曜

TAKE
OUT

※デリバリーエリアは、住吉町・四谷・ 日新町・南町・分梅町

手打そば 清庵051

コロナに負けるな！みんなで府中の街を守り
ぬきましょう！一日も早い世界中のコロナ収
束を願います！

042-361-9523

■所在地：宮町 1-22-1
■通常営業時間：11:00～15:00、17:00～21:00
　　　　　　　　土日祝日のみ11:00～19:30
■定休日：水曜

TAKE
OUT

CHOT BAR048

より一層の人と人との繋がり、輪を大事に
していきたいと思います。宜しくお願い致
します。

042-336-3367

■所在地：府中町 2-7-1イーストビル102
■通常営業時間：19:00～翌 4:00
■定休日：日曜

手打そば・天ぷら 蕎藤052

住宅街で北海道産の石臼そば粉を使った手打
そば屋。揚げたて天ぷらもおすすめ。テラス
席は犬連れ、喫煙可能。

042-335-2400
■所在地：緑町1-18-2  ■通常営業時間：11:30～
14:30、17:00～20:30 ■定休日：水曜・第3火曜

TAKE
OUT

※当分の間は11:00～15:00で営業
※デリバリーの対象は松花弁当のみ(府中市内限定)

手打そば 松里家053

松里家の手打ちそば☆心を込めて打っていま
す。皆様のご支援よろしくお願いいたします！

042-364-5208

■所在地：寿町 3-3-12
■通常営業時間：月～金11:00～15:00、17:00～
21:00、土・祝日11:00～15:00、17:00～20:30
■定休日：日曜

TAKE
OUT

手作り弁当こもれび054

いつでも安心安全に食べられる手作り弁当を
精いっぱいご提供させて頂きます。これから
も宜しくお願いします。

070-6995-4621

■所在地：白糸台4-16-1　谷中ビル1-1
■通常営業時間：11:00～16:00
■定休日：日曜

TAKE
OUT

焼き鳥としま056

この度は応援して頂きありがとうございま
す。府中で70年の焼き鳥屋です。お立ち寄
り頂ければ嬉しいです。

042-368-2471

■所在地：宮西町 1-15-6
■通常営業時間：17:00～23:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

魚トの神057

皆様いつも誠に有難う御座います。美味しい
お魚を届けていけるよう、お力を貸して頂き
たく思っております。

042-319-1302

■所在地：府中町1-8-12キャッスルプラザ府中2階
■通常営業時間：17:00～24:00 
■定休日：日曜

TAKE
OUT

※令和2年4月末現在、休業中

DRAGON BAR058

たくさんの人に楽しんでもらえるお店を、こ
れからも続けていきたいです。宜しくお願い
致します。

042-368-1441

■所在地：宮町 1-9-28 メゾンドボヌール 1階
■通常営業時間：火～土 17:00～翌 2:00
　　　　　　　　日 17:00～24:00
■定休日：月曜

そば処 元禄042

皆様のご支援よろしくお願いいたします。

042-361-2660

■所在地：八幡町3-5-11
■通常営業時間：11:30～15:00、17:00～21:00
■定休日：火曜

※令和2年4月末現在、20:00までの営業

そば処 萬蔵庵043

親子三代創業45年、つゆも麺も毎日手作り
創作料理の宴会、日替りランチ、出前テイ
クアウトと多種多様です。

042-362-4590

■所在地：若松町 2-4-7
■通常営業時間：11:00～15:00、17:30～20:30
■定休日：火曜

TAKE
OUT

とんかつ割烹  やすいみ～と059

いつもご利用頂き誠にありがとう御座いま
す。事態が収束しましたら皆様のお越しを笑
顔でお待ちしております！

042-363-8601

■所在地：白糸台1-23-3
■通常営業時間：Lunch Time 11:30～14:00
　　　　　　　　お食事処 17:00～23:00 
■定休日：Lunch 日曜・祝日 、お食事処 火曜・祝日

TAKE
OUT

sereno041

生タピオカを使ったドリンクを提供しており
ます。季節のフルーツを使ったドリンクもご
用意ございます。

042-319-0199

■所在地：宮西町1-20-15 D1fuchu 1階
■通常営業時間：12:00～18:30(変更の場合あり)
■定休日：不定休

TAKE
OUT

セカンド ファイブ エイス040

スポーツを観戦しながらワイワイガヤガヤ楽し
む！そんな普通に早く戻って欲しいと願います。

042-203-1033

■所在地：府中町2-6-1プラウド府中セントラル1階
■通常営業時間：平日11:30～15:00、18:00～
23:00、土日祝12:00～23:00 ■定休日：月曜

※営業時間はスポーツイベントによって変更あり
※平日昼のラストオーダーは14:00

TAKE
OUT

●写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。●2次元コードをスマートフォンで読み取ると、各店舗のウェブサイトや SNSページをご覧いただけます。

TOSHI'S BAR055

美味しいお酒を提供致します
早く営業再開したいです

042-334-2266

■所在地：府中町 2-2-4ジークレフビル203
■通常営業時間：19:00～翌 1:30
■定休日：火曜



日本料理 三松本店064

新鮮な食材を使い、美味しいお寿司と季節料
理で皆様のお越しをお待ちしております。

042-362-2011

■所在地：宮町1-11-7
■通常営業時間：11:30～15:00、17:00～22:30
■定休日：無休

のんしゃらん食堂065

事態をなんとか乗り越え、皆さまに当店のま
ぐろ丼とチキンカレーをぜひもう一度ご賞味
いただきたいです！

070-5465-8625

■所在地：矢崎町4-1
■通常営業時間：9:00～17:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

パブ雅066

36年目を皆さんと迎えたいと思っております
ので、ご協力をお願いします。頑張ります！

042-360-3810

■所在地：宮町 1-34-2 サンスクエアビル103
■通常営業時間：20:00～翌 2:00
■定休日：日曜・月曜・祝日

肉もつ土穂  本店063

非常に厳しい毎日です。お店と生産者をお助
けいただければ幸いです。

042-319-9829

■所在地：府中町 1-6-6 英和ビル B1階
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：月曜

TAKE
OUT

ビストロ慎吾068

25年色んな事がありましたが頑張りたくても頑
張れない  なんとしてもお店続けたいです
よろしくお願いします

042-363-1555

■所在地：府中町1-8-12キャッスルプラザ府中101
■通常営業時間：17:00～24:00 ■定休日：年末年始
(12/31～1/4)を休業（現在は月曜か火曜を週１で休業）

TAKE
OUT

※令和2年4月末現在、12:00～20:00で時短営業中

府中餃子バルあわ屋069

美味しい餃子と笑顔を何とか復活させたいと
思ってます！ご支援いただきありがとうござ
います。

042-306-6006

■所在地：宮西町 2‐9‐8 草舎Ⅱ1階
■通常営業時間：平日16:00～23:30
　　　　　　　　土日祝14:00～23:30
■定休日：不定休

府中 ジビエ×鍋
けやき酒場070

活気のある府中をもう一度！
単刀直入に皆様の力が必要です！！！

050-3469-8836

■所在地：宮西町 2-9-9 こだまビル2 階
■通常営業時間：17:00～25:00
■定休日：なし

パブラウンジ樹067

開店24年ラウンジ樹です。再開出来た際は皆
様とまたお時間共有出来ますようご支援よろ
しくお願い致します。

042-367-7020

■所在地：片町 1-11-3
■通常営業時間：12:00～17:00、19:00～2:00
■定休日：日曜・祭日(但し10名様以上の予約のみ営業)

府中日本酒スタンド
BACHIYA072

いつも常連さんに助けられている私達。今回
のご支援・応援は忘れません！この危機を一
緒に乗り切りましょう！

042-319-2332

■所在地：宮西町 1-15-13 大石ビル1階
■通常営業時間：12:00～24:00
■定休日：不定休

府中日本酒バル
TOKUTOUSEKI073

皆様のご支援に感謝申し上げます。笑顔で
しっかりとお出迎えできるよう頑張ってま
いります。

042-369-3142

■所在地：宮西町 2-11-11岩本ビル2 階
■通常営業時間：16:00～23:00
■定休日：不定休

府中もんげん坊074

二八の手打ち蕎麦と蕎麦にあうお酒にお料理を
提供しております。人気の揚げ物等のテイクア
ウトも始めました。

042-306-9022

■所在地：寿町1-6-2ことぶきマンション1階
■通常営業時間：11:30～15:00、17:00～22:00
　　　　　　　　土日祝11:30～21:00
■定休日：月曜（月曜が祭日の場合は火曜休み）

TAKE
OUT

※当分の間は20:00までの営業

府中Dining & Bar
レストハウス071

ご支援の程宜しくお願い致します。ゆったり
としたお席で団体、お子様連れまでしっかり
とサポート致します。

042-306-6454

■所在地：片町 2-17-2  米田ビル1階
■通常営業時間：11:30～14:00、17:00～27:00
■定休日：月曜

TAKE
OUT

brasserie BEGA076

お客様に楽しんでいただける空間です。季節
にあわせたおすすめ料理とワインもご提供し
ています。

042-368-2453

■所在地：宮町 1-50　くるる1階
■通常営業時間：11:00～15:00、17:00～26:00
　　　　　　　　金土～27:00、日11:00～24:00
■定休日：なし

TAKE
OUT

Brigela and EATS077

応援頂きまして有難うございます！ 新型コ
ロナウィルスに負けずに、困難を乗り越え、
頑張って参ります！！

042-310-9237

■所在地：宮町 1-100 府中ル・シーニュ1階
■通常営業時間：11:30～20:00
■定休日：木曜

TAKE
OUT

Bekkio078

早期収束を願うのみです。再開時には、寛
げる空間で楽しいお食事をご提供させて頂
きます。

042-370-1270

■所在地：宮西町 3-22-1
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：月曜

府中ワインバル
BiBBER075

また皆さんがワイン片手に楽しそうにしてい
るところが見たいです！ご支援・応援ありが
とうございます。

042-354-7160

■所在地：宮西町 2-14-5 萬作ビル B1階
■通常営業時間：16:00～23:00
■定休日：不定休

なおらいスタンド宮060

大國魂神社となりの駅チカ立ち飲み屋です。
落ち着いたらおすすめ旬の府中野菜料理、食
べに来てくださいね！

042-306-9030

■所在地：宮町 2-3-8
■通常営業時間：平日16:00～23:00
　　　　　　　　土日祝15:00～22:00
■定休日：火曜

奈美喜庵061

皆さまのご支援よろしくお願いいたします。

042-362-8462

■所在地：西府町 2-29-5
■通常営業時間：平日11:30～14:00
　　　　　　　　土日祝日11:00～14:30
　　　　　　　　　　　 　17:30～20:00
■定休日：なし

肉とチーズバル
GRILL 屋062

また皆さんに美味しいクラフトビールと肉
とチーズを届けたい！！！ご支援に感謝い
たします。

042-370-1815

■所在地：宮西町 2-14-3 大坂屋ビル1階
■通常営業時間：16:00～23:00
■定休日：不定休

●営業時間や定休日は、通常時の情報を基本としています。緊急事態宣言下などの営業時間については、直接各お店にお問い合わせください。

ホテルコンチネンタル府中079

新型コロナウイルスに罹患者された皆様と関
係者様、影響を受けられた皆様に心よりお見
舞い申し上げます。

042-333-7111

■所在地：府中町 1-5-1
■通常営業時間：7:00～22:00
■定休日：なし

TAKE
OUT



吉見家086

皆さまのご支援よろしくお願いいたします。

042-361-2166

■所在地：宮西町4-16-1
■通常営業時間：11:30～20:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

LAMPIONE087

微力ながら食で皆様(応援者様)共に心と体
の生きる活力のお手伝いができればと思い
ます。

042-319-2834

■所在地：本町2-20-11本町プラザマンション1階
■通常営業時間：11:30～14:00、17:30～19:30
■定休日：月曜・ 第2第3火曜(不定休あり)

洋食屋コントワール085

皆さまのご支援よろしくお願いいたします。

042-334-7353

■所在地：片町1-18-1福田ビル1階
■通常営業時間：ランチ11:30～14:00
　　　　　　　　ディナータイム17:30～22:00
■定休日：火曜定休、水曜不定休

TAKE
OUT

※令和2年4月末現在、東京都の要請により
　ディナータイム17:00~20:00

遊食SHIN 坊 'S084

元気にこの危機を乗り越えましょう。

042-333-0651

■所在地：朝日町 2-29-5  2 階
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

れをん089

中河原駅より徒歩2分。16年皆様に愛されて
来ました。今後も皆様と共に歩めます様ご支
援をお願いします。

042-405-9611

■所在地：住吉町 2-17-2 中河原ビル F1
■通常営業時間：17:30～23:30
■定休日：水曜

Romancing
とんかつキッチンたぐ090

小さな店ですが地元のお客様に安くておいし
いトンカツを食べられる店を続けられるよう
頑張らせてください。
■所在地：美好町 1-38-2
■通常営業時間：11:00～14:30
　　　　　　　　17:00～21:00
■定休日：月曜の 17:00～21:00・木曜

ワイン&イタリア料理
フローラ091

美味しく楽しく食事ができるその時まで頑張
ります！応援よろしくお願いします！

042-364-4228

■所在地：住吉町 2-17-2 中河原ビル3 階
■通常営業時間：11:30～14:00(L.O)
　　　　　　　　17:30～21:30(L.O)
■定休日：月曜（不定休あり）

TAKE
OUT

レストラン いせや088

開業以来21年最大のピンチとなります。お客
様が応援して下さる限り乗り越えたいとおも
います。

042-362-7623

■所在地：府中町 1-7-3 芋仙恩田ビル 2階
■通常営業時間：11:30～14:00(L.O)
　　　　　　　　17:30～19:30(L.O)
■定休日：木曜( 令和2年4月末現在は日曜夜も休業)

TAKE
OUT

ワインテラスユーメ092

ワインテラスユーメです。また、元気な府中に
復活して、飲食店で府中を盛り上げたいです！

042-302-3977

■所在地：宮町 2-4-2
■通常営業時間：ランチ11:30～15:00
　　　　　　　　ディナー17:30～23:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

和酒厨房ばさら
府中本店093

府中の皆様に支えて頂き、地元に根差したお
店を続けてくることが出来ました。これから
も府中の為に頑張ります！！

042-363-6000

■所在地：府中町 1-25-12 ゼルコバビル B1階
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：なし

和食 処々や094

個室・予約のみ営業致して17年隠れ家の店で
す。応援者の皆様の心に応えて素敵な空間を
維持して行きたいです。

042-405-0558

■所在地：片町 1-11-3
■通常営業時間：11:30～14:00、17:00～22:00
■定休日：日曜・祭日（但し10名様以上の予約のみ営業)

和楽 酔竹096

季節を感じる料理と旬の食材を使ったメニュー
です。テイクアウト料理も多く揃えています。

042-369-3241

■所在地：宮西町 1-17-3 ウエストビルA 1階
■通常営業時間：11:00～13:30、17:30～24:00
■定休日：水曜

TAKE
OUT

和風ダイニングきらり097

地元府中の皆さまに支えていただき10年。
これからも皆様に楽しんでもらえるお店を
続けていきたいです。

042-302-8808

■所在地：宮町2-18-2  パークサイドK  2階
■通常営業時間：11:30～14:00、 17:30～23:00
■定休日：日曜・ 第2第4 月曜

TAKE
OUT

酒処 壱098

このような状況ですが、少しでも食の部分で
協力し繋がれればと思います。

042-330-0229

■所在地：府中町2-2-4 ジークレフB1
■通常営業時間：月～金11:30～15:30 
　　　　　　　　土16:00～20:00
■定休日：日曜

TAKE
OUT

焼肉 伽羅082

感謝の気持ちを込めて美味しくて、安全なお
食事を提供して行くことをお約束致します。

042-360-8113

■所在地：片町 2-18-9 栄ビル地下 1階
■通常営業時間：17:00～23:00
　　　　　　　　（金土は～翌2:00、日祝は～22:00）
■定休日：月曜

焼肉サラン083

精一杯美味しいお肉をなるべく安価で提供し
ていきたいと思います！美味しいお酒もご用
意しています！

042-361-3678

■所在地：宮西町 2-7-25 サランビル1階
■通常営業時間：17:00～23:00
■定休日：水曜

TAKE
OUT

酒喰BAR町099

飲食業界は大変危機的な状況にあります。
どうぞ皆様のお力をお貸しくださいます様
よろしくお願い致します。

042-340-0666

■所在地：府中町 1-5-7 浦野ビル2 階
■通常営業時間：11:00～29:00
■定休日：無休

TAKE
OUT

※時短要請期間の営業時間は、11:00～20:00

まんなかや081

いつもご利用ありがとうございます。この事
態が落ち着き次第また全力で営業しますので
宜しくお願いします！

042-306-7554

■所在地：本町 2-20-73 東海ビル1階
■通常営業時間：17:00～24:00
　　　　　　　　日曜のみ16:00～23:00
■定休日：火曜

TAKE
OUT

HOLIDAY府中080

「食事でみんなの心をあたためたい」キッチン
カーで市内を走ります！最新情報はインスタ
グラムにて！

042-403-1231
■所在地：府中町 1-27-1 パークロード107号

TAKE
OUT

●写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。●2次元コードをスマートフォンで読み取ると、各店舗のウェブサイトやSNSページをご覧いただけます。

和風レストラン魚元095

応援有難うございます。魚元は創業以来、皆
様のご支援で幾多の困難を乗越えてきました。
今回も頑張ります。

042-362-2029

■所在地：府中町 2-14-14
■通常営業時間：11:00～14:30
　　　　　　　　17:00～21:00
■定休日：月曜（月曜が祝日の場合は翌火曜）

TAKE
OUT



中華レストラン紅104

不安な毎日に、少しでも明るい気持ちになれ
るよう、“食” のサポートができればと存じ
ます。

042-334-2338

■所在地：紅葉丘2-13-3
■通常営業時間：10:30～13:30(L.O.)
　　　　　　　　16:00～19:30(L.O.)
■定休日：月3回不定休

TAKE
OUT

kotocafe105

混乱が収まった後、親子の居場所として元気
にイベントも開催していきます♪お会いでき
ること楽しみにしてます♪

042-319-1984

■所在地：宮町 1-36-4 府中フラット201
■通常営業時間：火～土11:45～16:00、
金・土17:30～21:00（ディナーのみ予約制） 
■定休日：日曜・月曜

らくだ屋106

1日も早くこの事態が終息し、また笑顔で皆
様に逢えます様に！応援よろしくお願いいた
します。

042-364-5886

■所在地：宮西町 1-20-24 国際ビル1階
■通常営業時間：17:00～24:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

スナックおしゃま103

お客様の笑顔に出会える憩いのお店を続けて、
改めて多くの皆様とお会いできる日を楽しみ
にしています。

042-351-1777

■所在地：府中町 1-5-4 府中スカイビル2階
■通常営業時間：19:00～25:00
■定休日：日曜

PUB 13 thirteen 108

また皆さんと笑い会える日を 心待ちにして
います。

080-3511-1313

■所在地：片町 2-20-11 増田ビル2 階
■通常営業時間：19:00～0:00
■定休日：不定休

café すぱかり109

お陰様で開店して1年を迎えることができ感
謝です。皆さまのご来店を心よりお待ちして
います。

042-319-2622

■所在地：清水ヶ丘1-4-50　アマネコビル1階
■通常営業時間：火水金10:00～18:00
　　　　　　　　土日祝8:30～18:00
■定休日：月曜・木曜・第 3日曜

FiGARO-R110

皆様も大変な状況で大変心苦しいお願いでは
ございますが、ご支援のほど宜しくお願い致
します。

042-363-3007

■所在地：宮西町 1-15-6
■通常営業時間：18:00～翌 6:00
■定休日：日曜

焼肉きらく107

いつも焼肉きらくをご利用いただきまして誠
にありがとうございます。

042-370-1529

■所在地：多磨町 1-23-27
■通常営業時間：ランチ11:30～L.O.14:30
　　　　　　　　ディナー17:30～L.O.23:30
■定休日：年中無休

TAKE
OUT

居酒屋うん112

この状況下で、出来る事は限られていますが、
頑張っていきます。

042-319-9706

■所在地：本宿町１-47-10
■営業時間：17:00～20:00(自粛中の為)
■定休日：月曜

こうひい豆や STRINGS113

住宅街の中でひっそり営業している自家焙煎
の喫茶店です。

090-3549-4001

■所在地：北山町 2-41-5
■通常営業時間：10:00～19:00
■定休日：不定休

TAKE
OUT

あいまさ114

皆様のご支援よろしくお願いいたします。

042-365-8929

■所在地：府中市美好町 2-49-21
■通常営業時間：平日11:30～14:00、17:00～
22:00、土日11:30～14:00、17:00～21:30
■定休日：月曜

蕎麦処 武蔵台増田屋111

コロナに負けずに、美味しいお蕎麦やお得な
セットご用意してお待ちしております♪

042-573-0171

■所在地：武蔵台3-3-14
■営業時間：10:30～20:00( 時短営業中）
■定休日：木曜

TAKE
OUT

さくら食堂116

飲食店として皆さんの笑顔をもう一度見れる
ように頑張ります

042-365-8814

■所在地：宮西町 1-15-6ブロッサム府中1階
■営業時間：11:00～20:00(L.O.19:00)
　　　　　　※緊急事態宣言以降、自粛営業
■定休日：なし

TAKE
OUT

すしダイニング鈴音117

まだ開店して２年足らずですが、駅から離れ
ている立地にもかかわらず通って下さる常連
さんの為にも頑張ります！

042-306-7227

■所在地：府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル 1階奥
■通常営業時間：11:00～15:00、17:00～22:30　
■定休日：月曜

※5月末までは20:00迄の営業

トラットリアラヴィータ118

皆様のご支援よろしくお願いいたします。

042-360-1166

■所在地：府中町1-8-12キャッスルプラザ 204
■通常営業時間：ランチ11:30～14：00
　　　　　　　　ディナー17:30～22:00
■定休日：月曜・第3木曜

TAKE
OUT

あずみ野115

緊急事態宣言が落ち着きましたら、あずみ野
へいらしていただきますことを楽しみにお待
ち申しております。

042-363-8057

■所在地：府中町 1-8-1
■通常営業時間：19:00～24:45
■定休日：不定休

府中酒場100

飲食業界は大変危機的な状況にあります。
どうぞ皆様のお力をお貸しくださいます様
よろしくお願い致します。

042-335-1777

■所在地：府中町 2-2-2 光ビル2 階
■通常営業時間：11:00～29:00
■定休日：無休

TAKE
OUT

※時短要請期間の営業時間は、11:00～20:00

麺処よっちゃん101

かなり売上が落ちていますが、休業すると自
分を取り巻く環境、取引先等にも迷惑がかか
るので踏ん張ります。

042-319-1096

■所在地：幸町1-35-3  ■通常営業時間：11:30～14:30、
17:00～22:00(L.O.21:30) ■定休日：日曜・祝日

TAKE
OUT

※当面の間の営業時間は20:00まで
※テイクアウトは21:00まで

寿町大村庵102

頑張ります！応援よろしくお願い致します！

042-368-0608

■所在地：寿町2-27-15
■通常営業時間：11:00～20:30（L.O.20:00）
■定休日：不定休

●営業時間や定休日は、通常時の情報を基本としています。緊急事態宣言下などの営業時間については、直接各お店にお問い合わせください。

ビストロ ラ・メレンダ119

新型コロナウィルスの一日も早い終息の日が
来ますように。笑顔でお会い出来ることを楽
しみにしています。

042-335-3313

■所在地：美好町 1-40-1
■通常営業時間：ランチ11:30～13:30
　　　　　　　　ディナー 17:30～21:00
■定休日：水曜




