■ところ産食プロジェクト 加盟店（2018年3月5日現在）
店名
イタリア料理 ナチュール

住所
所沢市上山口104-4

電話番号
04-2939-2339

居酒屋 そら

URL

所沢市小手指町1-29-3

04-2008-1501

エコトコファーマーズカフェ

所沢市並木1-13所沢航空記念公園 所沢航空発祥記念館 1F

050-5871-0652

http://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11029384/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11026666/
https://www.facebook.com/irisoIRIHAI/
http://uzuraya.com/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11026435/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11034506/

ENOTECA cantina（エノテカキャンティーナ）

所沢市東町13-29 H-CUBE2F

所沢市小手指町1-2-8

04-2928-1700

IRIHAI（イリハイ）

狭山市南入曽564-5

04-2006-6065

うずら屋

所沢市宮本町2-5-8

うどん家

一（かず）

04-2922-2696

050-5783-5811

http://r.gnavi.co.jp/csu2pych0000/

炎家（えんや）

所沢市松葉町4-4

050-5799-7156

http://r.gnavi.co.jp/a879200/

炎家 HANARE みのる

所沢市松葉町17-5 松本マンション２F

050-5799-4851

お菓子の工房 エミール

所沢市泉町1837-6

04-2923-0234

http://www.emile.cc

お酒と魚 三二六

所沢市東町10-3-2Ｆ

04-2922-1323

http://www.saburoku326.jp/

Cafe＆Bar ally

http://r.gnavi.co.jp/a879202/

所沢市緑町2-7-2 宝寿ビル1F

04-2921-9066

http://r.gnavi.co.jp/gb48500/

所沢市日吉町12-1（西武百貨店所沢店4Ｆ）

04-2927-3026

所沢市東住吉5-10 1F

050-5785-0618

ワルツ所沢HP
http://r.gnavi.co.jp/rf0dtr1h0000/

CANTINA（キャンティーナ）

所沢市日吉町2-2

050-5784-2820

http://r.gnavi.co.jp/5bj3srvd0000/

串揚げ居酒屋 零

東村山市栄町2-9-32 晃正プラザ 2F

042-306-3347

公民館的酒場 Ｈｏｂｏ`ｓ

所沢市緑町4-８-17
所沢市くすのき台3-16-2坂間ハイツ105

04-2946-7718

三二六 竹亭

所沢市上山口2206

04-2929-3260

https://www.hotpepper.jp/strJ001130174/
https://www.facebook.com/hobos96/
https://r.gnavi.co.jp/af7z13au0000/
http://www.saburoku326.jp/

さりょう 和食割烹

入間市豊岡1-3-22エルドール入間2F

04-2930-4522

http://saryo.jimdo.com/

所沢市旭町27-23

04-2941-6862

Ｃａｆé

ＣＯＳＭＯ

CARNEVALE THETA（カルネヴァーレシータ）

酒場

ハイカラトンボ

自家製酵母パンと手作りあんこ

いちあん

04-2968-5858

所沢市東町10-17北田ビル

04-2008-2298

https://www.facebook.com/ichian.tokorozawa
https://r.gnavi.co.jp/6ynh73w40000/

しゃぶしゃぶ 観

所沢市南住吉9-16

04-2922-0290

http://r.gnavi.co.jp/a344000/

Girasole 所沢Bar

所沢市日吉町18-22-101

04-2968-5206

http://www.t-girasole.com

新所沢 TOMBO

所沢市緑町2-1-5

04-2939-4010

http://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11004843/

新所沢 増田屋

所沢市けやき台1-7-6

04-2926-8339

フェイスブック

新日本料理 楓

所沢市日吉町16-6

04-2928-2260

http://www.ss-kaede.com/

04-2968-7448

https://www.sushi-hosokawa.com/

THETA MU（シータミゥ）

寿司 ほそ川

所沢市御幸町1-16スカイライズタワー205

寿司割烹 やなぎ

所沢市松葉町23-15

04-2993-4144

http://r.gnavi.co.jp/b276600/

炭火・串焼き・東家

所沢市久米603-4

050-5798-2792

http://r.gnavi.co.jp/g470903/

炭火焼き鳥 ぶんぶく

所沢市緑町4-8-21

050-5798-7608

http://r.gnavi.co.jp/b125900/

ゼーホフ工房

所沢市けやき台1-8-5

04-2902-6308

http://www.seehof.jp/

千串屋 新所沢店

所沢市緑町1-17-2

050-5831-5635

http://www.hotpepper.jp/strJ000795631/

創作居酒や 菊地

所沢市東所沢1-20-5 102

04-2951-1117

http://sousakukikuchi.com/

ダイニングレストラン ロゼ

所沢市緑町1-17-19

04-2946-8698

http://r.gnavi.co.jp/ga0c000/

Chinese Dining Bar Kenzo

所沢市美原町1-2924-27

04-2942-5539

手打ちうどん 地蔵山

所沢市西所沢1-16-14-102

04- 2922-1625

天ぷら 天健

所沢市北所沢町2198-8

04-2943-3038

https://www.hotpepper.jp/strJ000167082/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11000465/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11000023/

トラットリア・アドリアーノ

所沢市上山口1370-11

04-2925-0778

http://www.trattoria-adriano.jp

所沢市久米593-1

050-5785-4447

http://r.gnavi.co.jp/3gvzxrg30000/

日本料理 松屋

日本晴ル

AZUMAYA

所沢市元町28-16

04- 2922-6325

生ハム ZEN

所沢市東住吉5-9イオボヌール所沢101

04-2941-4993

http://r.gnavi.co.jp/fedy81960000/

negombo33

所沢市星の宮1-9-1

04-2928-8623

http://www.negombo33.com

ハーヴィーインターナショナル

所沢市御幸町7-6

04-2921-2071

http://www.harvey-j.co.jp/

バグジー

所沢市東町12-14

04-2922-9770

http://www.bugsy.jp/bugsy.html

BarRestaurant JEST-Inn

所沢市南住吉9-16

04-2926-1807

http://r.gnavi.co.jp/a344001/

パティスリー プリンシパル

所沢市東所沢和田1-10-12

04-2945-0888

https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11000382/

パティスリー ミツキ

所沢市東狭山ケ丘1-68-7

04-2968-8954

http://hitosara.com/0006032915/

HARU Diner(ハルダイナー）

所沢市緑町1-16-9 プラザシティ新所沢駅前

04-2968-9006

http://r.gnavi.co.jp/hspfkhx00000/

パン屋 麦兵衛

所沢市小手指町1-27-16エスパスィオ101

04-2902-6455

ひとやすみ

所沢市緑町2-1-5

04-2939-3724
04-2994-3731

プラスワン

所沢市弥生町2886－8

ぶーらんじぇ 駒井

所沢市小手指町1-16-5

04-2928-8800

やきとり ダルマっくす

所沢市西所沢1-13-7 吉祥ビル2F

050-5797-2745

http://ameblo.jp/mugibe/

https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11037253/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11006339/
http://r.gnavi.co.jp/gd06300/

やきとり むらやま

所沢市緑町4-6-3

04-2922-6737

http://yakitori-murayama.co.jp/

焼肉 にこり

所沢市緑町1-17-19丸清ビル２ 1F

050-5787-3763

http://r.gnavi.co.jp/fa0b8c130000/

焼肉レストラン 食道園

所沢市東町10-6

04-2923-6489

らーめん たつ

所沢市北中2-150-3

04-2936-6444

http://www.shokudoen-tokorozawa.co.jp/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11020796/
https://twitter.com/rakura7912

la．蔵（らくら）

所沢市小手指町1-22-17

04-2921-2457

LIVET酒場（リベットサカバ）

所沢市寿町13-11 寿スクエアコート102

04-2941-3416

http://hitosara.com/0006049506/

凛華

所沢市くすのき台3-7-8T.Iビル102号

0420-08-1149

http://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11026030/

ルスティカーナ

所沢市美原町1-2927-2

04-2941-4728

http://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11036146/

和っ黒

所沢市東町12-37船橋ビル2F

04-2968-8929

http://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11033226/

レストラン ニックス

狭山市入間川4-25-3

04-2954-9910

http://www.nicks-net.co.jp

所沢市東町15-5 ひかり荘1F

050-5784-5869

http://r.gnavi.co.jp/jrm31mpz0000/

04-2946-8871

https://www.costa2016.com/
https://r.gnavi.co.jp/btmgjz4x0000/
https://tabelog.com/saitama/A1106/A110601/11044290/
https://www.wa-shirai.com/

ワイン酒場ひかり荘
COSTA(コスタ）
個室居酒屋CANTINA 所沢店
ピッツェリア ナポレターナ ラルデンツァ
和食しらい

所沢市小手指町1-38-16 第１１北斗ビル
所沢市日吉町2-2

１０５号

B1

所沢市日吉町7-6 1F
所沢市緑町1-16-9

プラザシティ新所沢駅前104号

04-2922-0001
04-2006-1097
04-2937-7626

