
※表示金額は全て税込み価格。
※辛さへの耐性は個人差がありますが、辛さにより体調を崩される場合もございます。ご自分の体調に合わせてご注文ください。また、お子様にはおすすめいたしません。

辛さレベル :ちょい辛 :激辛:中辛加盟店一覧

やきとり 福ちゃん18
ふく

羽村市栄町1-7-1
☎042-555-2232
●営業時間
16：00～22：00or22:50
●定休日：火曜日（月1回連休有）

辛うまレタスざんぎ

店内飲食：¥630
テイクアウト：¥630

第7回

21
カフェ　　　 　　バー

Café＆Bar 80827
羽村市五ノ神4-2-8-103
☎042-578-8804
●営業時間
19：00～24：00
（週末～25:00）
【定休日】最終日曜日、その他

店内飲食：¥808
テイクアウト：¥808

めっちゃ辛～いナポリタン

16 アラティ
羽村市栄町1-3-11
☎042-533-4314
●営業時間
11:00~22:00（Lo21:45）
●定休日： 不定休

店内飲食：¥1,200
テイクアウト：¥1,080

チキンビンダール（セット）

30
イタリアン レストラン

羽村市五ノ神4-15-1-1F 
☎042-578-3368
●営業時間
月～金11:30~14:30（L.o14:00）
土曜日12:00~14:30（L.o14:00）
月～土18:00~22:30（L.o22:00）
●定休日：日曜日

店内飲食：¥1,320
テイクアウト：¥1,296

アーリオ オーリオペペロンチーノ

8 和風肉ビストロ 空楽
わふうにく　　　　　　　　　　くうらく

羽村市小作台1-15-2-2F
☎042-578-3295
●営業時間
17:00~25:00
●定休日：基本的になし

店内飲食：¥748
テイクアウト：¥734

若鶏の唐揚げ
～激辛ソース～

21
羽村市緑ヶ丘1-5-21-B1F
☎042-579-3399
●営業時間
17:30~22:00
●定休日： 日曜日・月曜日

店内飲食：¥550
テイクアウト：¥540

韓国風ピリ辛ピザ

4
わごころ ひじきや

和心ダイニング 欒家～ひじきや～
羽村市小作台1-11-6-105
☎042-570-5399
●営業時間
17:00~24:00
●定休日：なし

店内飲食：¥890
テイクアウト：¥890

旨辛チキン南蛮

ちんか3
羽村市小作台1-2-16
☎042-554-0235
●営業時間
11：00～14：00
17：00～20：00
●定休日：日曜日・祝日

店内飲食：¥900
テイクアウト：¥900

ビーフカレーキシメン

みさとどん

味里丼2
羽村市小作台1-3-9-102
☎042-579-5427
●営業時間
11:00~14:00
17:30~21:00
●定休日：水曜日、日曜日

店内飲食：¥880
テイクアウト：¥864

旨辛オムライス

羽村市小作台2-12-1-105
☎042-595-9538
●営業時間
17:30~25:00(フードLo24:00)
●定休日：日曜日

やきとり十一
といち

1

店内飲食：¥825
テイクアウト：¥810

地獄の激辛炒飯

LITTLE CROP
リトル　　　　　 クロップ

12
羽村市小作台1-28-10
☎042-511-8553
●営業時間
15:00~23:00
●定休日：月曜日

バッファローチキン

店内飲食：¥638
テイクアウト：¥626

5店舗
達成引換券 各店舗

10店舗 達成引換券
引換場所：羽村市商工会

20店舗 達成引換券
引換場所：羽村市商工会

30店舗 達成応募券
申込場所：羽村市商工会

最多店舗 達成応募券
申込場所：羽村市商工会2023

居酒屋　五六
いざかや　　　　　 ごろー

羽村市小作台1-13-3-2F
☎042-555-2330
●営業時間
18:00~5:00
●定休日：木曜日

店内飲食：¥1,000
テイクアウト：¥1,000

GOROの
激辛豚キムチ炒飯

DINING BAR LiNK9
ダイニング　　　　 バー　　　リンク

羽村市小作台1-23-7-2F
☎042-533-4418
●営業時間
19:00~24:00
●定休日：木曜日

店内飲食：¥600
テイクアウト：¥600

旨辛コーンバター

BISTRO SCINTILLER
ビストロ　　　　　　　サンティエ

11
羽村市小作台1-26-10
☎042-840-9050
●営業時間
18:00~24:00
●定休日：日曜日

店内飲食：¥900
テイクアウト：¥900

激辛トリッパ
～ハチノストマト煮込み～

Bar franc7
バー　　　 フラン

羽村市小作台1-13-9-2F
☎042-533-5308
●営業時間
21:00~26:00
●定休日：毎月曜日

店内飲食：¥1,000
テイクアウト：¥1,000

辛うまっ！ジャンバラヤ

2113
羽村市小作台1-11-6-3F
☎042-533-5777
●営業時間
20：00～Last
●定休日：月曜日

Darts&Bar Step!!
ダーツ　　 　　　 バー　　　　ステップ

うま辛チゲスープ

店内飲食：¥1,100
テイクアウト：¥1,080

10
うみ　　 だいち　　 しゅん　　　　　　　や

海と大地の旬 ひみつ屋
羽村市小作台1-26-2
☎042-555-0770
●営業時間
17:30~24:00
●定休日：月曜日・日曜日

店内飲食：¥800
テイクアウト：¥800

激旨マーボー豆腐

カフェ クレープ

54Cafe&Crepe20
羽村市緑ヶ丘1-5-12
☎042-533-6208
●営業時間
10:30~22:00
●定休日：なし

激辛焼肉チャーハン
クレープ
店内飲食：¥630

テイクアウト：¥630

2122 エベレスト
羽村市緑ヶ丘1-10-15
☎042-533-6057
●営業時間
11:00~20:00
●定休日：なし

店内飲食：¥999
テイクアウト：¥999

バターチキンセット

2115
羽村市小作台3-20-27-102
☎042-502-2512
●営業時間
17：00～0：00
（L.O/食事22：30：ドリンク23：00）
●定休日：日曜日、第２・第４月曜日

店内飲食：¥770
テイクアウト：¥756

旨辛!!海鮮お好み焼き

酔処Koyoi
よいどころ　　　コヨイ

38
羽村市羽加美2-8-47
☎042-570-3030
●営業時間
18:00~
●定休日：月曜日

やきとりBar すたいる
バー

店内飲食：¥780
テイクアウト：¥780

激辛やきとり盛り合わせ

39 のんびりカフェ 中車水車小屋
なかぐるますいしゃごや

羽村市羽中4-17-6
☎080-3573-9514
●営業時間
平日11:30~16:30
土日祝11:30~17:00
●定休日：火・木曜日・不定休

店内飲食：¥1,200
テイクアウト：¥800

台湾混ぜ丼

とんかつちがさき41
羽村市羽東1-27-14
☎042-554-7971
●営業時間
11：30～14：00
●定休日：月曜日

店内飲食：¥1,280
テイクアウト：¥1,250

麻辣塩豚丼

26
羽村市五ノ神1-8-9-1F
☎042-808-7065
●営業時間
11:00~22:00
●定休日：なし

小川流羽村駅前店
おがわりゅうはむらえきまえてん

店内飲食：¥680
テイクアウト：¥680

～辛さで熱くなれ!!～
激辛粗挽き肉の温玉のっけ丼

エムズ　　　　 キッチン

M's kitchen34
羽村市富士見平2-14-9
☎042-578-0710
●営業時間
11:30~14:30
●定休日：月曜日・隔週で水曜日
（休みの場合にはSNSで告知します）

店内飲食：¥1,000
テイクアウト：¥1,000

うま辛チキン

19
デリ　　　　　カフェ

Deli＆Cafe54
羽村市栄町3-3-3さくらモール2F
☎050-1484-6697
●営業時間
10:00~21:00
●定休日：不定休

店内飲食：¥950
テイクアウト：¥950

韓国風激辛スープサラダ

ちゅうか

中華そば ふるいち29
羽村市五ノ神4-6-9-101
☎042-533-5203
●営業時間
11:30~15:00
18:00~20:30
●定休日：日曜夜・月曜日

店内飲食：¥900
テイクアウト：¥900

旨辛海老まぜそば

羽村市五ノ神4-7-5
☎042-542-0230
●営業時間
10：00～19：00
●定休日：月曜日・木曜日

28

テイクアウト：¥324

ハラペーニョと
青辛子の塩パンピザ

17
羽村市栄町1-3-12-1F
☎042-578-0203
●営業時間
11：30～14：00
17：00～21：00
●定休日：月曜日

遊遊天山
ゆうゆうてんざん

店内飲食：¥900
テイクアウト：¥890

激辛マーボー丼

手打蕎麦 一作32
てうちそば　　　  いっさく

羽村市神明台1-18-8
☎042-555-4451
●営業時間
11:00~15:00
16:30~20:00
●定休日：水曜日

店内飲食：¥1,300
テイクアウト：¥1,300

ラー蕎麦 R-15

クウォーター　　　　カラット

1/4　KARAT36
羽村市双葉町2-19-7
☎042-579-2347
●営業時間
ラ ン チ：11:30~14:00
ディナー:18:00~23:00
●定休日：水曜日

店内飲食：¥1,100
テイクアウト：¥1,080

旨辛チリドッグ

福生市本町28-2F
☎042-513-3899
●営業時間
17:00~24:00
●定休日：木曜日

42

店内飲食：¥1,200
テイクアウト：¥1,100

激辛ローストビーフ丼

ちゅうかさかば　　　まーらーぼう

中華酒場 麻辣房
羽村市双葉町3-9-1
☎042-513-0750
●営業時間
18：00～22：00（L.o 20:30）
●定休日：日曜日、第2・第4水曜日

37

店内飲食：¥850
テイクアウト：¥850

激辛カレー風味
チャーハン

炭火焼ホルモンRyu-Ryu14
すみびやき　　　  　　　　　　　  リュウリュウ

羽村市小作台3-20-27-101
☎042-555-8973
●営業時間
17:00~22:00
●定休日：月曜日・火曜日

店内飲食：¥1,０00
テイクアウト：¥1,０00

激辛ハラミ

わしょくちゅうぼう

和食厨房　ゆず　

パン　　　　 ミザ

PAIN MIZA

とらぜん

寅善

いざかや

居酒屋やおき35
羽村市富士見平2-22-15
☎042-555-4587
●営業時間
11：00～13：00
18：00～23：00（テイクアウトのみ）
●定休日：月曜日

店内飲食：¥800
テイクアウト：¥800

激辛豚肉豆腐

ようふうかていりょうり

洋風家庭料理ラルゴ
羽村市緑ヶ丘5-10-40
☎042-554-1773
●営業時間
11：00～14：00
●定休日：土・日・月曜日・祝日

25

チョリソーとキャベツの
マスタード風味スパゲティ
店内飲食：¥1,000

テイクアウト：¥1,000

23
羽村市緑ヶ丘5-2-3-B
☎042-555-0087
●営業時間
17:00～23：00（L.o 22:00）
●定休日：日曜日

羽村もうもう亭
はむら　　　　　　　　　　　てい

店内飲食：¥1,000

はむら絶叫
恐怖の石焼きデビルスープ

いちうら

やきとり一浦
羽村市羽東1-23-26
☎090-7908-0620
●営業時間
16:00~22:00
●定休日：木曜日

40

店内飲食：¥430
テイクアウト：¥400

やきとり三点セット

この　 やきにく どう　　　ぼり はむらてん

お好み焼肉 道とん堀 羽村店
羽村市神明台1-6-2
☎042-554-3639
●営業時間
11:30～23：00
●定休日：なし

33

店内飲食：¥770
テイクアウト：¥750

辛豚

アジアンダイニング＆バー

31 ラ・ブーム
羽村市五ノ神4-15-11
☎042-533-4548
●営業時間
11:00～21：30 オーダーストップ
●定休日：月曜日

店内飲食：¥790
テイクアウト：¥790

ヤンニョムチキンプレート

アメリカンダイナー

この　　　 や　　　　 なり

お好み焼き 成24
羽村市緑ヶ丘5-10-28
☎042-554-9583
●営業時間
ディナー:18:00~22:00
●定休日：日曜日・祝日の月曜日

店内飲食：¥550
テイクアウト：¥550

トッポギ

ホームズ

HOME’ｓ
羽村市小作台1-13-9-3F
☎042-578-8698
●営業時間
19:00~5:00
●定休日：月曜日

店内飲食：¥1,100
テイクアウト：¥1,100

釡山カルビスープ

クレッシェレ

○店内飲食はドリンク付

65


