
「めぐみちゃんメニュー事業」とは・・・？ 
 

市内産農産物を使用した飲食物を飲食店等の協力を得てメニュー化し、 
農業振興を図るとともに、地域経済の活性化を促進することを目的に 
平成２５年度より開始された事業です。 

めぐみちゃんメニュー通信《平成２６年度 第4号》 

3月・4月に食べられる「新しいめぐみちゃんメニュー」と、 
今年度事業の内容をご紹介します！ 西東京市農産物キャラクター 

めぐみちゃん 

平成27年3月20日発行 

＜お問い合せ先＞ 
  めぐみちゃんメニュー事務局（委託事業者：株式会社マインドシェア） 
     TEL： 03-6823-1234（受付時間 月・水・金曜日１０時～１７時） 
     FAX：03-5232-0586 メール：megumichanmenu@mindshare.co.jp 
     ホームページ： http://farm-nishitokyo-city.jp/ 

＜主催＞ 
  西東京市 生活文化スポーツ部産業振興課 

その他「めぐみちゃんメニュー」はホームページでも公開中！ 

たっぷり畑の恵み 

※掲載しているメニューは、農産物の生産・収穫状況により提供できない場合がございますので、予めご了承ください。 
 営業時間等の詳細は、公式ホームページ「たっぷり畑の恵み ～西東京市 農のあるまちサイト～」にてご確認ください。 

検索 

PIZZERIA-EN 
東町3-13-19 ソレイユ保谷2D-1B ／TEL：042-439-9173 

『新じゃがいものニョッキ 
海老と塩レモンクリームソース』 

1,080円（税込） 3月末まで 
南町・新倉庄次郎さんの 
プチヴェールを使用！ 

『東京ウドと鱸(スズキ)のピッツァ』 
1,200円（税込) ３月末まで 

(平日ランチコース限定) 
ディナー単品時1,380円（税込） 

南町・新倉庄次郎さんのディルを使用！ 

こちらにテキストが入ります。 
こちらにテキストが入ります。 
こちらにテキストが入ります。 
こちらにテキストが入ります。 
こちらにテキストが入ります。 
こちらにテキストが入ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レストランけんぞう 
田無町6-16-13 ／TEL：042-465-0300 

新規参加農業者のご紹介 

安田 弘貴さん 
ヤスダ ヒロキ 

■主な農産物 
トマト／ミニトマト／にんじん／オクラ／ししとう 
ほうれん草／水菜／キャベツ／芽キャベツ／水菜／なす 
小松菜／モロヘイヤ／大根／サニーレタス／ルッコラ 
きゅうりスイスチャード／とうもろこし等 

■直売所ご住所 
  西東京市西原町2-1-31 

『グラタンドフィノワ』 
864円（税込)通年提供 

 田無町・村田新平さんの 
じゃがいもを使用！ 

『色々野菜の元気サラダ』 
810円（税込)通年提供 

 田無町・村田新平さんの 
旬の野菜を使用！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『夏みかん＆人参ジャム』 
95ｇ入り  240円（税込） 
150ｇ入り 340円（税込） 

4月末まで 
芝久保町・浜野祐次さんの 
夏みかん・人参を使用！ 

『季節のピクルス 菊いも 
・ハヤトウリ・人参』 
400円（税込）４月末まで  
中町・都築則幸さんの 

菊いも・ハヤトウリ・大根を使用！ 
芝久保町・浜野祐次さんの人参を使用！ 

  プチ果房  ヴァリエ 
  富士町2-12-27／TEL：042-467-0285 

   ＜その他の新メニュー＞ 
■赤えびのカルバッチョ ハーブの香りで 

    972円（税込)6月頃まで 

■本日の野菜のポタージュ 

    486円（税込)通年提供 

■色々野菜のピクルス 

    540円（税込)通年提供 

■季節野菜のベ ニ エ 

    648円（税込)通年提供 

■ローズマリーのクリームブリュレ 

    594円（税込)6月頃まで 

 田無町・村田新平さんの旬の野菜やハーブ、 

 南町・新倉庄次郎さんのハーブを使用！ 
 

■コメント 
毎年、新しい野菜を作ろうと試みています。 
必要最低限の農薬で、安全でおいしい野菜を育てるよう 
にしています。数が少なく庭先にしか出していない野菜、 
初めて育てた野菜も出したりしています。 
フェイスブックに「野菜屋 やすだ」で近況をアップ 
しています。よろしくお願いします。 

『小松菜かりん糖（100ｇ）』  
   380円 (税込)通年提供 

  栄町・蓮見直行さん／ 
中町・都築則幸さんの 
小松菜を使用！ 

旭製菓 本店 

泉町5-16-3／TEL:042-421-4156 

   ＜その他の新メニュー＞ 
■新じゃがいもとベーコンのピッツァ 

  1,200円（税込)(平日ランチコース限定) 

  1,380円（税込)(ディナー単品) 

■リゾットプリマベーラ 
    980円（税込） 

■自家製燻製サバと 
 春キャベツのペペロンチーノ 
  1,200円（税込)(平日ランチコース限定) 
  1,280円（税込)(ディナー単品) 
 
 南町・新倉庄次郎さんのローズマリー、 
 プチヴェール、フェンネルを使用！ 
         ※提供期間は3月末まで 
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平成27年3月20日発行 
■ 平成26年度の振り返り 

今年度の事業実施報告、来年度の予定などをお知らせし、 
参加者の方から忌憚のないご意見を頂きました。 
来年度以降も、「めぐみちゃんメニュー事業」をとおして、 
多くの方に、西東京市で採れる新鮮な農産物、 
飲食物の魅力を知っていただけるよう、地産地消の取り組みを 

進めてまいります。 

第４回「めぐみちゃんメニュー交流会」を 
実施しました！ 

■ めぐみちゃんメニュー事業参加事業者 

       農業者の方 27組 

現在食べられるメニュー／農業者の方のご紹介は、ホームページでも公開中！ 

たっぷり畑の恵み 検索 

全５６品を認定しました 

※敬称略 
 ★=直売所あり 

メニュー提供店 19店 

※写真は一例になります。詳しくはホームページで公開中です。 
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TRATTORIA・EN 田無町3-9-4第5ルミエール1F 

中国家庭料理 墨花居 田無町4-24-1 K-house3 1階 

武蔵野菓子工房 田無町4-29-5 K-house5 1階 

レストラン けんぞう 田無町6-16-13 

グラスハープ 田無町7-3-32並木パレス1階B店舗 

健蔵 南町4-4-2プリンスプラザ１階５号 

たべものや翔 西原町1-3-14 西原ISハイツ1階 

丸め 西原町4-2-9 田無ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ内 

チノス 谷戸町3-23-18源庵ビル１階 

石窯パン工房ウーノ 柳沢6-4-3-105 

呑み処 つがる 保谷町3-8-9 

アジュール 保谷町3-22-4 

居酒屋 魚ゝ吉 保谷町３-20-4 

プチ果房 ヴァリエ 富士町2-12-27 

菓子工房 KIQCHI 東町3-11-2ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾑ保谷１階110号 

旭製菓 本店 泉町5-16-3 

PIZZERIA-EN 東町3-13-19ソレイユ保谷2D-1B 

café run & happy ひばりが丘北3-3-14第2並木ビル3F 

吉之助 ひばりが丘北4-1-6 1階 

村田 新平  田無町6-5-31 

矢ヶ崎 宏行  南町3-18-14 

浜野 守  南町5-13-5 

ニイクラファーム 南町6-2-14 

大谷 孝良  北原町3-3-8 

安田 弘貴 西原町2-1-31 

矢ヶ崎ぶどう園 向台町1-13-28 

圡方園 向台町 

野口 勝之  向台町5-6-15 

田倉農園 向台町6-4-14 

小林農園 芝久保町3-16-43 

野菜の浜野 芝久保町5-1-12 

野口 孝雄 柳沢 

貫井 正美 保谷町1-4-12 

 果樹の郷 下田農園 富士町2-6-16 

保谷果樹園 富士町5-4-23 

都築 良吉 中町1 

都築果樹園 中町4-3-19 

貫井農園 中町5-3-20 

ぬくい果樹園 中町6-2-25 

果実の相田園 東町6-10-16 

保谷味噌 住吉町3-3-2 

もとはし農場 ひばりが丘北1-9-31 

蓮見 直行 栄町1-6-26 

本橋農場 栄町1-11-4 

加藤ファーム 北町1-5-22 

髙田 長司  下保谷3-16-3 


