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「いばらき旬の野菜フエア」開催店のご紹介

●六本木・麻布 。永田町・半蔵門エリア

六ホ水l`dttP親り」賜Ⅲ馴出男

◇港区元麻布3-11-3パティオ麻布十番2 1F TEL 03-3403-7196

鷹 布|ゃさぃ家めい 麻布十書店 重躙コ いけ増 永田町店
●「永田町駅J5番出日から徒歩1分
●新鮮な魚と野菜のこだわり料理
・料理/割烹,小料理
・定休日/土 ,日 ,祝
・営業時間/1115～ 1345,17:00～ 22Ю0

8ワ撹顕[1畷癌皐産「 名通す
)

・茨城のパラ(11/22先 着 )

◇港区麻布十番卜5-18カートブラン麻布十番81L03-6804-3655

半菫円1環議トライアングル
●「半蔵門駅」1番出日から徒歩3分

◇千代田区平河町1-卜7アルタ平河町ビルlF Ta 03■239-6488

磯蛾座 `商業町■リア

ロ自!六 雁 (むつかり)

8ワ躍県
1畷

1勝じ品麓鍵)

◇中央区銀座5-5-19銀座ホ
・こ―ヒ

・
ル6・ 7F TFt 03-5568-6266

饉塵1翻誹り〕″罫」男
フエ～

◇千代田区平河町2-64海運会館ビル81 TE 03-32656047

準菫円フランス‖層レストラン

`e―

PianO(●・びぁの)

■二 1石松 亭

8曝亦 躙掲載猪L瞥
・料理/和風料理
・定休日/日 ,祝(予約の場合営業可)

・営業時間/1190～ 23:00

●開催期間 11/18(金)～ 11/25(金 )

●プレゼント ・茨城の県産品(抽選)

・茨城のパラ(11/22先 着)

◇中央区銀座3-1∈ 14東銀ビルBl TB 03-3543-1647

■■ni― 会 (いちえ)

日/なし
時間/10:∞ ～20110 (± 12:CЮ ～ 14:00, 17:00-22:00)

●開催期間 11/18(金)～ 11/30(水)

●プレゼント ・茨城の県産品 (抽選 )

・茨城のバラ(11/22先 着 )

(土・日・祝1130～ 24∞ )

●開催期間 11/18(金 )～ 11/25(金 )

●プレゼント ー

●「半蔵門駅」5番出口から徒歩5分

轟み∫鮒構7眈

へ
蜃

IC3番出日から徒歩1分

F肥彗お権謡編計
｀

8ワ躍県1蟻

癬詈「編睡P勝
(11/22フェア料理ご注文の方 )

◇中央区銀座5-2-1銀座TSビルlF TEL 03-6280-6368 ◇千代田区有楽町1-5-2東宝ツインタワー9F TEL 03-3504-1902



●昌川・大森エリア

●」El洋風居洒E L ep rettl‖店
●「品川駅」港南口から徒歩2分
●農家直送の野菜を使ったヘルシーイタリアン
・料理/イタリア料理
・定休日/日
・営業時間/1130～ 1400(月 ～金・祝)

(月 ～木1■00～ 24tlll.金 ,祝前17:∞ ～0300.
±16:tXl～ 24:Clll)

●開催期間 11/18(金 )～ 11/25(金 )

●プレゼント ー

◇港区港南2-4-18ルネッサンス2 4F TEL 03-347牛 9255

大 薇!たか濱
●「大森駅J北 日から徒歩1分
●旬の魚と手作り料理,常陸牛やアンコウ鍋

◇大田区大森北1-1-2ブルク大森4F To 03-3763-5911

●上野 `浅草橋・業鴨エリア

上昴 1下町の隠れ家 れんこん
●「上野駅」不忍日から徒歩5分●
峨 ヵ黛歓

料理をご提供
・定休 日/なし
・営業時間 /17:00～ 2300

(金 17:00～ 23:30,日・祝 16:00～ 22:30)
●開催期間 11/18(金 )～ 11/25(金 )

●プレゼント ・茨城の県産品 (抽選 )

・茨城のパラ(11/22ご夫婦 )

◇台東区上野4-9-l Ttt 03-3831-5100

饉菫●I薔麦酒や 玉椿
●「浅草橋駅Jから徒歩5分
●こだわりの自家打ち蕎麦(

心行くまで
の自家打ち蕎麦と選び抜いた地酒を

心行くまで
・料理/そば,和風料理
,定休日/日 ,祝
・営業時間/1130～ 15110,17100～ 23:∞・日素呵同/1:●U～ l,uU,l″

●開催期間 11/18(金 )～ 11/
●プレゼント ・茨城の県産品 q

/30(水 )

(抽選 )

◇台東区柳橋1-6 1 TEL 03 3863-0687

大 薔 1串撮 げ うぶ

●「大森駅」東日から徒歩5分

●厳選した食材の串揚げと季節の一品料理
・料理/串揚げ,―品料理
・定休日/なし
'営業時間/‖ 30～ 1430,17:∞ ～2300

●開催期間 11/18(金)～ 11/25(金)

●プレゼント ・茨城の県産品 (抽選 )

・茨城のバラ(11/22先 着 )

◇大田区大森北113-13ヤマニビル2F TEL 03 5753-9350

湖旧 |オ ステリアわび助

◇台東区柳橋1-12-5 1F TEL 03-3851-0149

■■ 1鮒いち 巣鴨店
●「巣鴨駅J北口から徒歩1分
●料理と個室にこだわる大人1

・料理/和風料理
・定休日/なし

ここだわる大人の居酒屋

・営業時間/1130～ 2330
●開催期間 11/18(金)～ 11/25(金 )

●プレゼント ・茨城の県産品 (抽選 )

・茨城のパラ(11/22先 着 )

◇豊島区巣鴨2-2-l TEL 03-3576-2727

・料理/和風料理
・定休日/なし
・営業時間/113〔

●「浅革橋駅」から徒歩1分
●粋な美食会は花柳界柳橋わび助で
・料理/イタリア料理
・定休日/日 ,祝
・営業時間/1100～ 15Ю O,17:00～ 23:∞

89躍兜
1様
臨 副温瞥)

・茨城のバラ(11/22カップル )


