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むらり~って
なんだ?!
2022年保存版
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　さて、実現にあたり一番の課題は距離。店舗間が離れているので歩いては回れませ
ん。これは店舗間を実行委員の自家用車で送迎することで解決しました。市役所に集
合＆解散、コースはミステリーツアー形式で、参加者のみなさまにも楽しんでいただ
けました。まずは中心街のない武蔵村山ならではの「街バル」が開催できた意義はとて
も大きく、この実績をもとに翌年度から真如苑さまの地域活動助成金を活用し、予算

もアップ。市内事業者の村山運送さまにご協賛いた
だき、マイクロバスをチャーターし、参加店をつなぐ
バスによる街バルに進化。実行委員会の人数も増加。
このバスツアーは「大人の遠足」と好評で、参加者も
年々増えていきました。

　
こうして毎年、参加者や参加店の声を反映しマイ

ナーチェンジを繰り返しながら2016年、17年、18年、20年と4回にわたり開催した
「むらり～」。残念ながら21年はコロナ禍の影響でイベントを中止しました。そして今
回の22年もイベントの開催はできませんでしたが、せめて紙面で楽しんでいただけれ
ば、と本冊子をつくりました。ガイドブックとして市内のお店のPRにもなる上、「むら
り～」が再開した際には「どのお店を回ろうか」、と妄
想していただけるのではと思います。

　本冊子の発行に際し、1日も早くみなさまが自由に
飲食店を楽しめる日が訪れること、来年こそは「むら
り～」が開催できることを実行委員一同、心から願っ
ています。

むらり～実行委員会

なお、本冊子にはこれまで「むらり〜」にご参加いただき、
記事掲載にご賛同くださったお店の情報を掲載しています。

　都内市部で唯一鉄道の駅がなく、駅前中心のにぎわいがない武蔵村山で、地域振興
のために生まれた街バルイベント「むらり～」。武蔵村山には居酒屋チェーン店がない
代わりに、魅力ある個店がたくさんあります。これらのお店を市民のみなさまに知っ
て、楽しんでいただき、地元の魅力を再発見し「地元愛」につなげてもらいたい。また
お店にとってはPRや新たなお客さま来店のきっかけとして、地域経済活性化の一助に
なれば。そんな思いがこもっています。
　街バルといっても飲み「歩き」ではなく、広域にまたがる市内の店舗間を無料の
チャーターバスが巡回し、交通手段を心配することなく楽しめる武蔵村山ならではの
街バル。バスの中では、ほろ酔いの参加者同士の出会いや、小旅行や遠足気分で街バ
ルを楽しみます。
※�街（まち）バル＝街とバル（スペイン語のBAR）の合成語。地域や地域飲食店の活性化などの目的で、�
日本全国で開催されているチケット制の飲み歩き・食べ歩きイベントのこと。イベント開催期間中は�
複数のイベント参加店をハシゴして飲み歩き・食べ歩きを楽しめることが多い。

　時は、初めて「むらり～」が開催される2年前の2014年。
「武蔵村山市活性化のために何ができるか」をテーマに、新
規事業「地域活性化プロジェクト」が商工会青年部で立ち

上がりました。その一つ「街バル」の実現に向け、翌年10月、当時の商工会
青年部部長の峰岸、副部長の乙幡、杉本、遠田、同じく商工会商業部会のNPO法人ダイ
バーシティコミュ理事長の森林が地域団体として参加、有志5名による実行委員会が結
成されました。初年度の2016年は予算が7万円。予算内でできる方法、アイデアを出し
合い、「スタンプラリーでお店を回遊し、スタンプ数に応じて金券を渡す」ことに。イベ
ント名は「武蔵村山＋街バル＋ぶらり街の再発見、そしてスタンプラリー」で「むらり～」！
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過去の「むらり～」より
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1 居酒屋キッチンキクゾー p.6

2 なかむら一笑 p.6

3 L-fitむらやまでんき p.7

4 村山かてうどん 一休 p.7

5 中国料理 銀泉 p.8

6 幸寿司 p.8

7 肉汁うどん 青柳 p.9

8 酒処あかり p.9

9 清水米店 p.10

10 フラワーショップみねぎし p.10

11 大衆酒場よりみち p.11

12 串焼 釜めし 五色本店 p.11

13 手打ちそば 入清 p.12

14 かつ亭 籠る p.12

15 アイス工房ヴェルデ p.13

16 焼き鳥ゴエモン p.13

17 cafe i share p.14

18 宿萬酒店 p.14

19 居酒屋 大将 p.15

20 くいどころ厨房 丸徳 p.15

21 炭火焼鳥バズ p.16

22 居酒屋のろ p.16

23 石窯パン工房 もりのこむぎ p.17

24 MJ食堂 p.17

25 居酒や 美桜 p.18

26 大衆割烹しま p.18

27 和風BAR鳥天 村山初号店 p.19

28 居酒屋ビストロ2000 p.19

29 肉汁うどん 長嶋屋 p.20

30 クォータームーン p.20

31 MMテーブル p.21

32 居酒屋 あお吉 p.21

33 やきとり大衆酒場憧志 p.22

むらり~マ
ップ
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武蔵村山市役所通り沿いにある「居
酒屋キッチンキクゾー」は、夫婦が
営むこじんまりと居心地の良い居
酒屋。鮮魚と串焼きを中心にバラエ
ティー豊かなメニューが揃っていま
す。なんと食材持込もＯＫで、なん
でも調理してくれます！�おすすめ
は「刺盛」、「馬刺し」、「焼鳥」です。

�武蔵村山市本町1-3-1
17：00～23：00　㊡�火曜

☎ 042-566-5226

食材持込でも料理してくれるので、珍しい食材を買った時やどう料
理したらいいかわからない時にはキクゾーへGO！

居酒屋キッチンキクゾー1

実行委員のおすすめコメント

お昼はうどん屋、夜には居酒屋に
変身し、〆

シメ

に手打ちうどんが食べら
れるお店。おすすめはもちろん、関
東の国産地粉をブレンドした「村山
かてうどん」。地粉の風味が強く細
麺が特徴の、昔ながらのうどんで
す。夜はお酒とおつまみ以外に、ボ
リューミーな食事も楽しめます。
�武蔵村山市本町1-48-1
11：15～13：30／17：30～23：00

㊡�月・火・水曜　☎ 042-520-1919

呑めるうどん屋さん。また、店主が以前はとんかつ屋さんだっただけ
あり、とんかつはボリュームも味も間違いなし！

村山かてうどん 一
いっきゅう

休4

実行委員のおすすめコメント

「L-ｆiｔむらやまでんき」は気軽に相
談できる電気屋さん。地元・武蔵
村山で創業63年、小回りの利く電気
店を目指し武蔵村山市、東大和市、
瑞穂町、立川市で、家電品の販売
だけでなく設置、使い方の説明、修
理、工事、アフターサービスも丁寧
に対応しています。

�武蔵村山市本町1-34-6
9：00～19：00　㊡�第1日・水曜

☎ 042-560-8382

まちの頼れる家電ドクターといえばむらやまでんきさん！

L
エルフィット

-ｆiｔむらやまでんき3

実行委員のおすすめコメント

お昼はうどん屋、夜は居酒屋として
営業している「なかむら一笑」のイ
チ押しメニューは「手打ち地粉うど
ん」。うどんは手打ちらしく捻じれ
のあるタイプでしっかりとした歯ご
たえもあります。辛いのが好きな方
は、自家製柚子胡椒をたっぷりかけ
てどうぞ。
�武蔵村山市本町1-8-1�ハイムオギノ105
11：30～14：00／18：00～閉店時間未定　

㊡�不定休　☎ 042-562-1608

自家製のうどんと柚子胡椒の相性が抜群です！

なかむら一
いっしょう

笑2

実行委員のおすすめコメント
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昭和43年創業の歴史ある寿司店「幸
寿司」が、2021年にリニューアル。
2階に和風の宴会場を新設しまし
た。お店のおすすめは中トロ、いく
らなどの新鮮ネタに魚介のお吸い
物とサラダ付きの「上寿司ランチ」
1,100円です。

�武蔵村山市本町2-16-5
�11：00～14：00（火曜～13：30）／17：00
～21：00　㊡�水曜　

☎ 042-560-2186

美味しい上にネタが大きい！ 豊富な日本酒も取り揃えています。2
階には広々 とした高級感の漂う雰囲気の宴会場が。

幸
こう

寿司6

実行委員のおすすめコメント

創業74年のお肉屋さんが営む手打ち
うどん店。うどんには武蔵村山産の
小麦を、つけ汁には和風かつおだし汁
をベースに厳選した豚の肉汁を使用
しています。お店のおすすめは「肉汁
ざるうどん」。またお肉屋さんらしく
「とんかつ」もうどんに並ぶ人気です。

�武蔵村山市本町4-6-5
11：30～14：00　㊡�日・月曜・祝日

☎ 042-561-0143
http://www.udon-aoyagi.com

お昼ご飯を食べた後、隣の総菜店で夜ご飯のおかずも買って帰
れる便利なお店です！ 

肉汁うどん 青
あおやぎ

柳7

実行委員のおすすめコメント

居心地の良い空間と名物ママとの
フレンドリーな関係に、思わずリ
ピートしたくなると評判の「酒処あ
かり」。居酒屋ですがカラオケもあ
ります。お店のイチ押しメニュー
は「やきとん各種（カシラ、ハラミ、
バラ）」に「手作り餃子」、「焼チャー
シュー」、「じゃがコンチーズ」。
�武蔵村山市中央2-47-2
17：00～23：30　㊡�火・水曜

☎ 042-843-9299

フラダンスが趣味のママは、漫画『ONEPIECE』に登場するあ
・ ・

る
キャラクターによく似ているという噂も。ぜひ確かめて！！

酒処あかり8
や き と ん 各 種
（左）に手作り餃
子（下）は、一度は
食べてみて！

実行委員のおすすめコメント

本場の中国人シェフが腕をふるう本
格派中国料理店「銀泉」。木目調で明
るい店内は居心地が良く、「日替わり
ランチ」が500円からとリーズナブル
ながらボリューム満点です。食べ放
題・飲み放題のご宴会も可能。お店
のイチ押しメニューは「エビチリ」、
「餃子」、「唐揚げ」です。

�武蔵村山市本町1-68-4
11：00～23：00　㊡�木曜

☎ 042-843-8313

日替わりランチはメインにスープ、お新香、杏仁豆腐が付いてご飯の
お代わりは無料、コーヒーサービスも！

5

実行委員のおすすめコメント

中国料理 銀
ぎんせん

泉

安くて旨くて
コスパ最強。
食べ＆飲み放
題ならココ！�

子連れに嬉しい座
敷スペースあり。夜
は座敷で宴会も可
能です。
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フラワーショップみねぎし
新鮮なお花に気持ちを込め、さらに�
技術を活かした＂一歩先ゆくフラワー
ギフト”を提案するお花屋さん。お店
のおすすめは季節を感じる「ブーケ」、
センスを生かした「アレンジメント」。
贈る方の気持ちを第一に、結婚式や
記念日のお花はもちろん、葬儀用の
装花まで幅広く対応しています。
�武蔵村山市神明1-37-4
9：00～19：00　㊡�木曜

☎ 042-564-4187

地域に根差した、センス抜群のお花屋さんです！

10

花束はご希望のイ
メージや予算から
も相談できます。

実行委員のおすすめコメント

お米に優しく美味しく仕上げる昔
ながらの循環式精米機を使ってい
るお米屋さん。武蔵村山市役所か
ら旧青梅街道を新宿方面に徒歩3
分。お店イチ押しのお米は「新潟こ
しひかり�山形つや姫」。市内はお米
の配達が無料（5kg以上）。お米以外
に灯油の配達もしています。

�武蔵村山市中央3-6-3
8：00～19：00　㊡日曜

☎ 042-561-0058

お米の他にもいろいろ売っています。夏は冷やし中華、冬はカレーう
どんがオススメ！

清
しみず

水米店9

実行委員のおすすめコメント

元魚屋さんだった先代が始めた「大
衆酒場よりみち」は今でも毎朝市場
から新鮮な魚介類を仕入れ、魚介類
中心のメニューが好評。2021年に創
業40周年を迎えました。先代から味
を受け継いで作っている「自家製ホ
ルモン」はお店のイチ押し。一度は
食べてほしい一品です。

�武蔵村山市三ツ藤1-15-1
17：00～23：00　㊡�日・月曜

☎ 042-560-6892

魚介類はもちろんですが「自家製ホルモン」もぜひ。焼鳥なら“タレ”
がおすすめです！

大衆酒場よりみち11

実行委員のおすすめコメント

創業33年、お米と出汁にこだわり地
元・武蔵村山に愛される釜めしを
作り続ける老舗「五色本店」。お店
のおすすめメニューは「釜めし」、「う
なぎ」、「串焼き」。中でも釜めしは一
番人気で全国発送もしています。1
階に30席、2階に40席あり、宴会も
可能です。
�武蔵村山市三ツ藤1-31-4
�11：30～14：00／17：00～22：00　㊡�月曜

☎ 042-569-0487

名物の「カニ釜めし」の注文はお早めに！ 新鮮なズワイガニをたっぷ
り使用した贅沢なメニューです。

串焼 釜めし 五
ごしき

色本店12

実行委員のおすすめコメント
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焼き鳥ゴエモン
＂良質な鶏肉に厳選された塩、備長
炭そして心を添えて料理を作る”と
いうこだわりで人気の鶏専門店。イ
チ押しは「つくね生ピーマン」に「ネ
ギ皮串」、「TBC（トマト・ベーコン・
チーズ）」や「トマベーゼ（トマト・
ベーコン・ジュノベーゼソース）」な
どの鶏串と「鶏料理」です。
�武蔵村山市三ツ藤2-2-1
17：00～23：00　㊡�第1日・第3日・月

曜　☎ 042-560-5700

こだわりのレバーは口に含むと、とろけてしまうほど
絶品です！

16

秘伝のたれ・厳選
された塩・鶏肉・
地場野菜など店主
の拘りが凝縮！

実行委員のおすすめコメント

三ツ藤にある酪農家手づくりの「ア
イス工房ヴェルデ」。ジェラートは
自家牧場のしぼりたての牛乳と東
京（特に多摩地域）産の素材を中心
に、毎日ひとつひとつ丁寧に手作
りしています。お店のおすすめメ
ニューは「季節限定メニュー」です。

�武蔵村山市三ツ藤1-80-3
�11：00～17：30（4～9月。10～3月は～
17：00）　㊡�月・火曜

☎ 042-560-6651

ゆったりとしたテラス席があり、敷地内には木製のブランコもあるの
でカップルのデートにもファミリーにも嬉しいお店です！

アイス工房ヴェルデ15

実行委員のおすすめコメント

懐かしい日本家屋と和モダンな雰囲
気の「かつ亭�籠

こも

る」。おすすめは甘辛
い味付けでご飯がすすむ「あら煮とお
刺身の御膳」、メイン４種が楽しめる
「特選盛り合わせ御膳」、＂幻の豚‘’と呼
ばれる金華豚を堪能できる「平田牧場
金華豚厚切りロースかつ御膳」です。

�武蔵村山市三ツ藤1-67-8
11：30～14：30／17：00～21：00　

㊡�月・第１火・第３火曜
☎ 042-569-6341

入口からもう美味しい雰囲気が漂います！
個室での会食や貸切もできます。

大切な人と大切な
時間を過ごせるよう
にと、心のこもった
おもてなしも人気。

かつ亭 籠
こも

る14

実行委員のおすすめコメント

手打ちそば 入
いりせい

清 
「入清」のそばは、石臼挽き自家製粉
でこね、延し、切りまですべて手作業
の二八そば。創業50年以上の老舗な
がらランチや少人数のご会食、ちょっ
と一杯そば屋呑みなど、様々に利用
できるアットホームなおそば屋さん
です。イチ押しは「天ざる」、「牡蠣そ
ば」、「くるみそば」、「豆乳坦々そば」。

�武蔵村山市三ツ藤1-36-11
11：00～15：00／17：00～21：00　㊡�火曜

夜・水曜　☎ 042-560-3330

そば焼酎・そば湯割りも絶品！ テーブル席28席、お座敷14席。
木の温もりを感じる茶色基調の店内で、落ち着いて食事ができます。

13

実行委員のおすすめコメント
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cafe  i
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シェア

hare
武蔵村山にいながらいつもと違った
時間を過ごせるカフェ。オーダー家
具に囲まれたモルタル造形のおしゃ
れな空間では、ワークショップやイベ
ントも開催しています（詳細はHPをご
確認ください）。イチ押しメニューは
「自家製スイーツ」です。

�武蔵村山市残堀2-80-12
10：00～17：00��㊡�日・水曜・

祝日��☎ 042-569-6649
https://ishare-wakachiai.com

ワンちゃんとデッキで過ごせる、多摩一おしゃれなお店！ 朝10時か
らオープンしているので午前中からゆっくり過ごすのもおすすめです。

17

実行委員のおすすめコメント

武蔵村山市と昭島市を結ぶ残堀街
道沿いにある居酒屋「大将」。カウ
ンターの他に座敷、テーブル席もあ
り、お仕事帰りやご家族でもご利用
頂けるアットホームな雰囲気のお
店です。お店のイチ押しメニューは
新鮮な「海鮮」と備長炭で丁寧に焼
いた「焼鳥」です。

�武蔵村山市伊奈平5-58-20�宿満ビル1F
17：00～24：00　㊡�月曜

☎ 042-560-0640

広い座敷がポイント。大人数の宴会なら居酒屋大将が断然おすす
めです！

居酒屋 大
たいしょう

将19

実行委員のおすすめコメント

厳選した全国各地の地酒や本格焼
酎、梅酒、自然派ワインを揃える
「宿萬酒店」は創業55年を迎える老
舗。おすすめは専用の冷蔵庫でしっ
かり温度管理している「地酒（日本
酒）」。蔵元との直接取引・直送で
お客さまに適正価格を心がけてい
る良心的なお店です。
�武蔵村山市伊奈平5-41-1
10：00～19：00　㊡�日曜

☎ 042-560-3706

日本酒選びのスペシャリスト。香りや飲みやすさ、珍しいお酒や旬
のお酒、贈答用などの相談にも気軽にのってくれます！

宿
しゅくまん

萬酒店18

実行委員のおすすめコメント

大きなネタが自慢のお寿司と焼鳥
を中心とした多彩な料理がお得な
価格で食べられる「丸徳」。最大40
名様までの座敷席もあります。お
店のイチ押しメニューは「うら巻」で
す（写真上）。お酒の品揃えも充実し
ています。

�武蔵村山市榎3-83-2
�12：00～14：00／17：00～23：00

　�日曜12：00～23：00　㊡�月曜
☎ 042-562-0638

居酒屋らしくいろいろなメニューを楽しんだ後、〆にラーメンまでイケ
るお店。しかも美味しい！ ランチメニューもお得です。

くいどころ厨房 丸
まるとく

徳20

実行委員のおすすめコメント
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＂ナイスな居心地でママの笑顔に癒
される！”＂実家に帰った感じ♪�賑や
かなママと物静かなマスターがベス
トマッチ”などの声が集まる居酒屋
「のろ」。お酒好き同士でワイワイ楽
しく呑めます。おすすめは毎日替わ
る「お通し」、「厚焼き玉子」に「焼鳥」、
週一の「手作りメニュー」です。
�武蔵村山市学園3-5-11
17：00～24：00　㊡�日・月曜

☎ 042-564-9147

元気になれるママに会えるお店！ 焼鳥の豚バラがとてつもなく美味
しく、１人で来ても楽しませてくれるとの口コミも。

居酒屋のろ22

実行委員のおすすめコメント

石窯パン工房もりのこむぎ
自家製天然酵母とこだわりの食材を
使い、じっくり寝かせた生地を石窯
で焼き上げるベーカリー。＂パンから
笑顔、会話そして健康が生まれるこ
と”を願い、心を込めて作っていま
す。イチ押しメニューは「もりこむ
食パン」。また「手作りサンドイッチ」
もぜひ一度お試しください。

��武蔵村山市学園3-42-3
�7：00～18：00　㊡�日・月曜

☎ 042-562-0274

うちの子はもりこむのパンで育ちました！ いつもいろいろな
種類の美味しそうなパンがいっぱい並んでいます。

23

実行委員のおすすめコメント

焼鳥が自慢の小さなお店「バズ」。炭
火で焼いた香ばしい焼鳥はもちろ
んですがおすすめはレトロゲーム
で、挑戦部屋と称した一角にはファ
ミコン、PCエンジンなどの懐かし
いゲーム機が多数、100本以上のソ
フトも！�レトロゲームを愛するすべ
ての人々に訪れてほしいお店です。

�武蔵村山市学園1-45-26
�火～土曜16：00～24：00（L.o.23：00）、

　月・日曜・祝日16：00～21：00（L.o.20：00）
㊡�木曜
☎ 090-4618-9838

昭和レトロなムードの中、呑んで懐かしいゲー
ムにも興じることができる焼鳥屋さんです！

炭火焼鳥バズ21

実行委員のおすすめコメント

M
エムジェイ

J食堂
マイキッチンが経営するMy�kitchen�
Japan食堂、略して「MJ食堂」。お店
のおすすめは、緑に囲まれたオシャ
レな店内で食べられる美味しい料
理と美味しいお酒。中でも「自家製
ローストビーフ」はぜひ一度試して
ほしい美味しさです。

�武蔵村山市学園3-49-10
11：00～23：00　㊡�火曜

☎ 042-567-3988

柔道三段の店主が作る絶品自家製タルタルに一本ッ！！ワンプレー
トランチはライス大盛りサービスに味噌汁付きで、とても美味しい。

24

実行委員のおすすめコメント

錚々たるラス
ボス達が挑戦
部屋であなた
を待っている！
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暖簾をくぐると明るく落ち着いた
店内。ママさんが優しい笑顔で迎
えてくれます。おすすめの「手作り
餃子」に「スペアリブ」、「厚揚げみそ
チーズ焼」をお酒のお供にぜひ。〆
には、土鍋で炊いた新潟佐渡産の
棚田米コシヒカリを丁寧に握った
「おにぎり」をどうぞ！

�武蔵村山市学園3-51-1
12：00～22：00　㊡�日・木曜

☎ 042-843-6122

美桜のママはカラオケの師範！！ その美声を聴きにぜひ行ってみて。

居酒や 美
みおん

桜25

実行委員のおすすめコメント

お寿司や天ぷらなどの日本料理
と美味しい日本酒が楽しめる大衆
割
かっぽう

烹。カウンター 4〜 6席の他に、
座敷24席もあります。お店のイチ押
しメニューは「お寿司」に「天ぷら」、
「生牡蠣」。また「焼鳥」が1本165円
から、「ポテトフライ」550円なども
あり、子連れも歓迎です。
�武蔵村山市学園4-44-2
17：00～22：00　㊡�月・第4火曜

☎ 042-564-9772

しまさんに行くなら生ガキ（紅葉おろしのせ）は鉄板。
ぜひ頼んでみて！

大衆割 しま26

実行委員のおすすめコメント

高い天井と広々とした空間で、ゆっ
たりと旨い肴とお酒を楽しめる「居
酒屋ビストロ2000」。イチ押しは「牛
もつ鍋」に「マグロのアゴ焼き」。ア
ゴ焼きは一匹につき一つ限りの貴重
な部位を塩焼にした、コラーゲンも
満足感もたっぷりなメニュー。※「ア
ゴ焼き」はその日の仕入状況によります。

�武蔵村山市大南1-132-4
17：00～24：00　㊡�水曜

☎ 042-561-7500

老若男女が集う店。まぐろ通も滅多に味わえない稀少な「マグロの
アゴ焼き」は、一度食べるとハマるはず！

28

実行委員のおすすめコメント

居酒屋ビストロ2000

赤井提灯が風情のある「和風BAR鳥
天」。先代から受け継ぎ、守り続け
ている味は今も変わらぬ人気で、
地域の宴会や会合にもよく利用さ
れています。おすすめは、お持ち
帰りも可能な「焼鳥」と「焼きとん」。
お持ち帰りなら電話での事前注文
が便利です。

�武蔵村山市大南1-128-1
17：00～22：00　㊡�日曜

☎ 090-8442-5594

焼鳥のお持ち帰りならココ！ 注文してから焼くので、いつでも焼き 
立て熱々 なのが嬉しい！ 

27

実行委員のおすすめコメント

和風BAR鳥
とりてん

天 村山初号店
日本酒も豊富に
揃っています。
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「MMテーブル」ではタイ、イタリ
ア、ハワイなど各国の料理を日本
人の好みに合うようアレンジして
います。店内にはテーブル席の他、
店長が手作りした和洋折衷のお座
敷もあり、子連れでも安心して利
用できます。

�武蔵村山市大南2-47-23
�11：00～14：00／18：00～24：00、日曜
17：00～24：00　㊡�木曜

☎ 042-566-0299

店主がイケメン！ 持ちネタは「ラーメン・ツケメン・僕カルボナー
ラ！！」 飲み放題や女子会コースも充実しています。

M
エムエム

Mテーブル31

実行委員のおすすめコメント

国産小麦100％全粒粉を使用した村山糧うど
んが自慢のお店。イチ押しメニューの「肉汁
うどん」は、野菜たっぷりの豚汁・鶏汁・鴨
汁・ピリ辛坦々汁・カレー汁・豚キムチ激辛
汁から自由に選べ、うどんは大盛無料。土鍋
で提供します。他に季節限定メニュー、創作
メニューも充実しています。

�武蔵村山市大南1-135-2
11：30～15：00／18：00～22：00　㊡�不定休

☎ 042-516-8669

野球好き＆うどん好きにはたまら
ない！ 天ぷらなどのトッピングも充
実しています。

コシが強く、小麦
の香りが食欲をそ
そる「村山うどん」。

肉汁うどん 長
ながしまや

屋29

実行委員のおすすめコメント

素材や出汁にこだわった手作りの
お料理を楽しみながら、ゆっくりと
お酒を飲める癒やし系のバーレスト
ラン。カクテル、ワインも揃えてい
ます。お店のイチ押しは毎日違う旬
のおつまみとスパイスやハーブを
使ったお料理。お酒だけのお客さ
まや宴会のご予約も大歓迎です！
�武蔵村山市大南2-31-1
17：00～24：00　㊡�日・月曜

☎ 042-843-9767

満月の日限定のベリーダンスが見られたらラッキー!!
最近カラオケを導入したそうです。

クォータームーン 30

実行委員のおすすめコメント

いつも常連のお客さまでいっぱい
の「あお吉」。お店のイチ押しは日
替わりの「お刺身」と「焼鳥」。また、
サラダの自家製ドレッシングがとて
も美味しく、熱烈なファンが多いそ
う。カウンターは8席。他に最大16
名までのお座敷もあります。

�武蔵村山市大南3-99-11
17：00～24：00　㊡�水曜

☎ 042-843-5329

何を食べても予想を超える美味しさです！

居酒屋 あお吉
きち

32

実行委員のおすすめコメント 自家製ドレッシン
グは2種 類 用意。
季節の野菜と共に
ご賞味あれ♪

お店のイチ押し�
「エビとブロッコ
リーのアヒージョ」。
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創業10年のアットホームな「やきと
り大衆酒場憧志」。備長炭使用の焼
鳥はテイクアウトも可能です。イチ
押しメニューは「焼鳥」、「牛スジ大
根」、「もつ鍋」。高級備長炭の火で
仕上げる新感覚の「串」は約30種も
あります。子連れも大歓迎！�

�武蔵村山市大南3-132-9
17：00～23：00（日曜～22：00）

㊡�月・火曜
☎ 042-566-2760

絶対頼んじゃうのが「白レバー」。本場博多仕込みの「もつ鍋」も人気
です！ 幕末日本風の店内でおいしいお酒を楽しめます。

やきとり大衆酒場憧
どうし

志33

実行委員のおすすめコメント

◦すし処 舳 ◦浜風食堂 ◦カフェリーフ ◦家庭料理 円
◦いろり海村 ◦一番亭 ◦てぃ～だ ◦居酒屋くろちゃん
◦こっとん ふぃーるど ◦謝々 祭 ◦PECORARA

これまでのむらり〜参加店舗（今年度不参加店・順不同）

本冊子は、西武信用金庫による地域活性化のための助成制度
「地域みらいプロジェクト」の協賛により作成されました

むらり〜ってなんだ?!  2022年保存版
■主催：むらり～実行委員会　■共催：武蔵村山市商工会(青年部・商業部会)　■後援：武蔵村山市
■お問合せ：武蔵村山市商工会� ☎ 042-560-1327（担当：立田）または�上のQRから「むらり～HP」へ
※価格は全て税込です。※掲載店舗の営業時間・定休日・価格には変更がある場合がありますので詳しくは店舗までお問合せください。
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