
平成30年9月7日現在

■　丸の内仲通り／行幸通り（キッチンカー）
キッチンカー展開 出　店　者 メニュー名 形　態

1 四川豆花飯荘 東京店
東京ナスと四川麻婆丼、
東京野菜の炒め焼そば

キッチンカー

2 A16
TOKYO Xサルシッチャ マルゲリータ、
チキンのミートボールトマト煮込み

キッチンカー

3 鉄板焼 天 本丸 焼そば キッチンカー

4 Hot Spoon 丸の内店 牛すじ野菜カレー キッチンカー

5 CHINESE 青菜
汁無し担々麺、
焼餃子

キッチンカー

6
WISE SONS TOKYO
－SAN FRANCISCO DELICATESSEN－

HOT＃19 東京産玉ねぎとキャベツのコールスロー、
パストラミチーズフライ東京産ワケネギ

キッチンカー

7 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

キッチンカー

8 ミクニ マルノウチ
白インゲン豆と東京野菜の煮込み　豆腐の唐揚
げ

キッチンカー

9 リストランテ・ヒロ チェントロ
江戸東京野菜とTOKYO Xのボロネーゼ、
江戸東京野菜のトマトソース、
江戸東京野菜のジェノベーゼスパゲッティーニ

キッチンカー

10 マンゴツリー東京
TOKYO Xと江戸東京野菜のマッサマンカレー、
内藤カボチャとマンゴーのスムージー

キッチンカー

11 押上よしかつ
伝統小松菜と世田谷育ちの豚肉イカスミ入り黒
焼きそば

キッチンカー

12 神田AL MINA チキンオーバーライス キッチンカー

13 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） キッチンカー

14 アンティカ・オステリア・デル・ボンテ
ミネストローネ（野菜のスープ）
インサラタ　ディ　オルゾ（麦のサラダ）

キッチンカー

15 pâtisserie Rie（パティスリーリエ）
ぶどうと梨のヴィーガンソフトパフェ、
SOYクリームサンドウィッチ
（ミックスフルーツ / イチジク）

キッチンカー

ヴィーガン

東京味わいフェスタ２０１６　（丸の内エリア）　出店者・商品名　一覧

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

ハラルフード

東京ジューシー
グルメ

江戸東京野菜

東京味わいフェスタ２０１８ （丸の内エリア） 出店者・メニュー名一覧
別 紙 3－1



平成30年9月7日現在

■　行幸通り（マルシェ）

出　店　団　体 商　品　名 形　態

1 ＪＡ東京グループ
農産物(野菜、果物)、花き、ドレッシング、ジャム、
カレー、小松菜肉まん

物販

2
NPO法人江戸東京野菜
コンシェルジュ協会

江戸東京野菜の紹介 ―

3
(公財)
東京都農林水産振興財団

TOKYO X のハム・ ウィンナー、東京しゃもウィン
ナー、東京しゃも生ハム、東京うこっけいハム、奥多
摩やまめ燻製、各種果物ジャム、紅茶、クッキー、シ
フォンケーキ、

物販

4 東京うこっけい生産組合 東京うこっけい卵 物販

5 東京都食品産業協議会
ソース、漬物、各種ケーキ(ロシアケーキ、レーズンサ
ンドなど)、製麺(ひやむぎ、うどんなど)

物販

6 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

物販

7
(公財)
東京都中小企業振興公社

江戸切子、伊勢形紙、棕櫚たわし、江戸木彫刻 物販

東京味わいフェスタ２０１６　（丸の内エリア）　出店者・商品名　一覧

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

東京味わいフェスタ２０１８ （丸の内エリア） 出店者・商品名 一覧
別 紙 3－2
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平成30年9月7日現在

出　店　団　体 出　店　者　 形　態

1 岩手県 岩手三陸キスケヤ テント

2 宮城県 糀の郷（こうじのさと） テント

3 山形県 株式会社いの食品 テント

4 山形県
あたご総本家（伊勢
屋）

テント

5 福島県
47DINING(47PLANNIN
G)

キッチンカー

6 栃木県 とちまるショップ キッチンカー

7 茨城県 株式会社安部 テント

8 大阪府
FTBドリームファクト
リー

テント

9 香川県 もちもちポテト香川 テント

10 熊本県 ふくとく テント

11 キッチンカー

12 テント

13 テント

14 テント

15 テント

16 テント

17 キッチンカー

18 キッチンカー

19 キッチンカー

20 キッチンカー

21 キッチンカー

22 キッチンカー

23 キッチンカー

24 キッチンカー

※お酒の一部は、グラス販売も行います。

玉こんにゃく

食材の仕入れ状況などにより商品やメニューが変更となる場合がございます

商　品　名　/　メ　ニ　ュ　ー　名

ホタテ浜焼、牡蠣蒸焼き

牛タンつくね

東京商店 東京の日本酒、甘酒、おつまみ

米沢牛メンチカツ、ウインナー麩巻き揚げ

さんまのポーポー焼き

とちおとめスムージー、プレミアムとちおとめかき氷

霞ヶ浦フィッシュ＆チップス、蓮根チップス

ソーセージ、フリフリチキン

もちもちポテト

からし蓮根、〆蒲

大多摩観光連盟
いぶし庵

スモークチキン、スモークチキンパエリア、
生レモンスカッシュ、他

伊豆諸島・小笠原諸島
東京愛らんど

伊豆・小笠原諸島のお酒（焼酎等）、おつまみ

日本地酒協同組合

日本酒
　青森県 鳴海醸造店：稲村屋 特別純米
　岩手県 廣田酒造店：廣喜 酸基醴酛　特別純米
　茨城県 外池酒造店：燦燗 純米吟醸
　埼玉県 晴雲酒造：おがわの自然酒　純米吟醸
　千葉県 木戸泉酒造：木戸泉 純米秋あがり
　福井県 吉田酒造：游　純米大吟醸　芳醇超辛口
　兵庫県 神戸酒心館：福寿 大吟醸
　兵庫県 本田商店　大吟醸　ドラゴン　青
　広島県 山岡酒造：瑞冠 純米山廃合鴨米亀の尾
　徳島県 本家松浦酒造場　ナルトタイ　Onto the table
　愛媛県 栄光酒造：栄光 蔵元の梅酒
　熊本県 瑞鷹：崇薫 純米吟醸          ほか

いまでや

日本ワイン
　セイズファーム：シードル
　安心院葡萄酒工房：ピノ・タージュ
　蔵王ウッディファーム＆ワイナリー：ソーヴィニヨン・ブラン
　シャトー酒折：vent vin vineyard マスカットベリーＡ
　勝沼醸造 アルガーノ：クラレーザ　ほか

日本郵便 お手紙ワークショップ

ちよだフードバレーネットワーク
亘理のいちご復興連携協議会

いちごのジェラート

兵庫　たるたる堂 明石焼、たこ焼き、やきそば

徳島　あわくろ屋 焼肉丼、焼きしゃぶ丼、牛皿

佐賀　ＧＯＯＤ　ＦＯＯＤ　ＳＡＲＡＨシシリアンライス

沖縄　ちゅら島や
そーきそば、軟骨とろとろソーキ丼、
とろとろソーキおつまみ

青森　FOOD CRUISING 八戸せんべい汁、牛タン串、牛タン丼

千葉　千葉うまかっぺ屋 勝浦タンタン麺、肉巻きおにぎり、牛サイコロステーキ、他

長崎　eat joy 角煮バーガー、角煮まんじゅう、おしるこ、サイダー

東京味わいフェスタ２０１８（有楽町エリア） 出店者・商品名／メニュー名 一覧
別 紙 3－3
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平成30年9月7日現在

■　東京ミッドタウン日比谷

出　店　者　 形　態

1 バック2ブルックリン キッチンカー

2 ル・キャミオン キッチンカー

3 もちもち屋 キッチンカー

■　日比谷公園

出　店　者 形　態

1 全国らーめん テント

2 とんかつまい泉 テント

3 地中海ＬＩＢＲＥ テント

4 くれよん キッチンカー

5
SKY GARDEN`S
KITCHEN

キッチンカー

6 ジュアズカフェ キッチンカー

7 スター★ケバブ キッチンカー

8 nico nico café キッチンカー

9 いかり屋 キッチンカー

10 Little Grandma キッチンカー

11 ニュージーランド社 キッチンカー

12 麺屋つばさ キッチンカー

13 ハニービー キッチンカー

14 中津からあげ　「渓」 キッチンカー

15
焼きたてメロンパン
HAPPy HAPPy

キッチンカー

ブーフケバブサンド、チキンケバブサンド
おつまみケバブ（チキン・ビーフ）、ビーフケバブ丼、チキンケバブ
丼

戸越銀座唐揚げ、東京スペシャル唐揚げ
戸越銀座焼きそば、最強コンボ（唐揚げ+焼きそば）
定番コンボ（唐揚げ+ポテト）

シュークリームメロンパン
幸せのメロンパンラスク

ガパオライス、グリーンカレー、ガイヤーン丼、ガイトート
グリーンカレー＆ガパオ

渋谷ハチ公焼きそば、産みたて卵のＴＫＧ、ジューシーフランク

ローストビーフライス、ボロネーゼライス、オムライス
ローストビーフサンド、ボロネーゼサンド

炭火焼　焼肉弁当、中落カルビの串焼き
ステーキサンドイッチ、骨付きフランクフルト

八丈島の岩のりらーめん
八丈島のあごだしスープつばさスペシャルらーめん
ねぎ塩レモンカルビらーめん、トロ豚らーめん、
スタミナらーめん

ローストチキン＆ポテト
ローストチキン＆ポテト＆ハーブライス
牛ハラミ肉のブロシェット　バジルカクテルソース
東京キャベツのブレゼ　フレッシュトマト添え
白ワインとグレープフルーツジュース　ミモザ風

メ　ニ　ュ　ー　名

食材の仕入れ状況などによりメニューが変更となる場合がございます

メ　ニ　ュ　ー　名

ソーセージ＆ペッパーサンドイッチ、ソーセージ・ミニバーガー
グリルド・ジューシーソーセージ、クリスピー・フライドポテト

1/8チキンとローストポテト
1/4チキンとハーブライス・ローストポテト・東京産野菜のグリル
1/2ロティサリーチキン＆ローストポテト

焼き串団子、カップ団子、スイートポテト各種、わらび餅

食材の仕入れ状況などによりメニューが変更となる場合がございます

東京らーめん、スープ餃子、群馬塩らーめん
広島豚骨らーめん、山口豚骨らーめん

オムライス、ホットドッグ、ピザ

クリームブルーベリー、コムハニー、クリームチョコバナナ
チョコバナナアイス、クレープ各種

東京産野菜を使ったビーフステーキ丼、ハラミステーキ串
ロングポテト、チュリトス

肉巻おにぎり棒　東京野菜ソースのせ
肉巻おにぎり棒、フランクソーセージ

ヒレカツサンド、エビカツサンド、ミックスサンド

東京味わいフェスタ２０１８ （日比谷エリア） 出店者・メニュー名 一覧
別 紙 3－4



平成30年9月7日現在

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

出　店　者 商品名／メニュー名 形　態 出店エリア

1 楠公レストハウス
江戸かおりづめ、東西都の笹巻き寿司、
米麹糖蜜パフェ 三色わらび餅添え

テント
キッチンカー

丸の内

2 伊勢重 すき焼き、すき焼き巻き キッチンカー 丸の内

3 銀座木村家
あんバター、酒種　５色あんぱん、
酒種　桜３個入り

テント 丸の内

4 上野凮月堂 ゴーフレーシュ、コーヒー キッチンカー 丸の内

5 洋菓子のコロンバン
マーブルケーキ、
原宿焼きショコラ

テント 丸の内

6 銀座寿司幸本店
江戸前握り、
寿司幸本店の本気の賄いうどん

キッチンカー 丸の内

7 江戸肴・お酒 天まる 江戸前風大海老串天ぷら キッチンカー 丸の内

8 帝国ホテル チキンカレーライス、ほか キッチンカー 有楽町

9 宮戸川 天ぷら串、天ぷら茶漬け、ほか キッチンカー 有楽町

10 キリンビール 一番搾り　樽詰生ビール　ほか キッチンカー 有楽町

11 日比谷松本楼
ハイカラビーフカレー
ハイカラハヤシライス

テント 日比谷

12 パスタ壁の穴

たらこ・しそスパゲッティ
八幡平ポークバックリブのロースト
ペンネアラビアータしらすのせ
イタリア産ハムとサラミの盛り合わせ
豚肉とソーセージのトマト煮込み

テント 日比谷

13 あなご屋　銀座ひらい
めそっこ一本箱めし
名物あなご玉子焼き

テント 日比谷

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２０１８ （東京150年記念） 出店者・メニュー名一覧

別 紙 3－5
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