
※表示金額は全て税抜き価格。

※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。
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辛さレベル :ちょい辛 :激辛:中辛

加盟店一覧

・緊急事態宣言、営業時間短縮要請等に伴い、営業時間・定休日に変更がある場合がありますのでHP・お電話にてご確認よろしくお願いします。

ちんか3

激辛メニュー ¥800-

牛すじカレーうどん

羽村市小作台1-2-16

☎042-554-0235

●営業時間

11:00~14:00

17:00~21:00

●定休日：日曜・祝日

激辛メニュー ¥800-

砂肝の激辛唐辛子炒め

羽村市小作台2-12-1-105

☎042-595-9538

●営業時間

17:30~25:00(フード24:00Lo)

●定休日：日曜日

やきとり十一
といち

1

羽村市小作台1-3-9-102

☎042-579-5427

●営業時間

11:00～15:00

17:30～22:00

●定休日：日曜日

みさとどん

激辛メニュー ¥700-

豚辛味噌オムライス丼

味里丼2

激辛メニュー ¥580-

激辛チキン南蛮

羽村市小作台1-11-6-105

☎042-570-5399

●営業時間

17：00～24：00

●定休日：月曜日

4 和心ダイニング

わごころ ひじきや

欒家～ひじきや～

2118 炭火焼肉ホルモン わびの介
すみびやきにく

羽村市五ノ神4-15-7-101B

☎042-555-9670

●営業時間

17:00~23:30

●定休日：日曜日

激辛メニュー ¥1,000-
自家製旨辛ホルモン炒め

2119 四川風居酒屋
しせんふういざかや

羽村市羽東1-15-2-102
☎080-7838-3933
●営業時間
12:00~14:00
19:00~20:00
●定休日：不定休

激辛メニュー ¥800-
砂肝の激辛炒め

20
イタリアン レストラン

クレッシェレ

激辛メニュー ¥1,200-

羽村市五ノ神4-15-11-105
☎042-578-3368
●営業時間
月～金
11:30~14:00Lo 14:30close
18:00~22:00Lo 22:30close
土・祝
12:00~14:00Lo 14:30close
18:00~22:00Lo 22:30close
●定休日：日曜日

激辛アーリオオーリオ
ペペロンチーノ

激辛メニュー ¥818-

汁なし担々麺

ちゅうか

中華そば ふるいち
羽村市五ノ神4-6-9-101

☎042-533-5203

●営業時間

11:30~15:00

18:00~21:00

●定休日：日曜夜・月曜日

17
ばー　　　　　　　たまりば

BAR TAMARIBA

羽村市五ノ神1-3-1

☎042-533-6303

●営業時間

20：00～25：00

●定休日：不定休

22

激辛メニュー ¥800-

うま辛チキン

えむず　　　　　きっちん

M's kitchen
羽村市富士見平2-14-9
☎042-578-0710
●営業時間
火～金・日
11:30~14:30
土曜
11:30~14:30、17:00~20:00
●定休日：月曜日・祝日

21

テイクアウトの場合は前日までに予約して下
さい。テイクアウトは1日10食限定です。

備 考

テイクアウトのみの販売となります。要予約、
引き取りの1時間前までに連絡してください。

備 考

ドリンクはソフトドリンク・ノンアルカクテ
ルに変更可

備 考

激辛メニュー ¥1,500-
シビレる麻婆豆腐

旬菜彩房 空楽6
しゅんさいさいぼう　くうらく

激辛メニュー ¥680-

若鶏の唐揚げ
～激辛ソース～

羽村市小作台1-15-2-2F
☎042-578-3295
●営業時間
ランチ 11:00～15:00
ディナー：17:00~1:00 
●定休日：ランチタイムのみ
　　　　　土曜・日曜

やきとり 福ちゃん10
ふく

激辛メニュー ¥538-

辛うまレタスざんぎ

羽村市栄町1-7-1

☎042-555-2232
●営業時間
16:00～22:00or23:45
●定休日：火曜日（連休有）

8

羽村市小作台1-26-2

☎042-555-0770

●営業時間

17:30~24:00

●定休日：日曜日

うみ　　 だいち　　 しゅん　　　　　　　や

激辛メニュー ¥666-

激辛マーボー豆腐

海と大地の旬 ひみつ屋

激辛メニュー ¥580-

バッファローチキン

羽村市小作台1-28-10

☎042-511-8553

●営業時間

15:00~23:00(Lo22:30)

●定休日：不定休

LITTLE CROP
リトル　　　　　 クロップ

9DINING BAR LiNK7
だいにんぐ　ばー　りんく

羽村市小作台1-23-7

☎042-533-4418

●営業時間

21:00~5:00

●定休日：木曜日

5

激辛メニュー ¥1,000-

バー　　エム

Bar.M
羽村市小作台1-12-9-1FA

☎080-5403-9828

●営業時間

20:00~3:00

●定休日：木曜日

牛すじカレー
餡掛け丼orうどん

激辛メニュー ¥745-

激辛ガーリックシュリンプ

2113 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

激辛メニュー ¥710-

マトンカリーAセット
（Super Hot）ナンorパン

21
カフェ クレープ

54Cafe&Crepe12

激辛メニュー ¥500-

韓国風ピリ辛ピザ
（スモール）

21
わしょくちゅうぼう

和食厨房　ゆず　14

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

2111

羽村市栄町1-14-3

☎042-554-4392

●営業時間

11:00~14:00 

19:00~24:00

●定休日：不定休

イタリアンレストラン

カンパーナ＆ONE モア

激辛メニュー ¥700-

アラビアータ

211

激辛メニュー ¥1,000-
めっちゃ辛～い
ナポリタン

カフェ　　　 　　バー

Café＆Bar 80816

羽村市五ノ神4-2-8-103
☎042-578-8804
●営業時間
月・火・木・金
11:30~15:00 18:00~24:00
金・土
18:00~Last
●定休日：水曜、日曜（不定休）

激辛メニュー ¥730-

激辛汁なし担々麺

だいらいけん

大来軒

羽村市緑ヶ丘3-23-11

☎042-555-1609

●営業時間

11:30~13:00

●定休日：日曜日

15

羽村市緑ヶ丘1-5-12
☎042-533-6208
●営業時間
平日11:00~20:00
土日祝10:30~21:00(20:30Lo) 
●定休日：火曜日（祝日除く） 

激辛メニュー
テイクアウト：¥575 店内：¥564

激辛焼肉チャーハンクレープ

テイクアウト、店内飲食共に税込620円です。

備 考

激辛メニュー ¥1,000-

あん はむらてん

アジ庵ガンジ̶ 羽村店
羽村市神明台1-1-2

☎042-579-2485

●営業時間

11:00~15:00(14:30Lo)

17:00~21:30(21:00Lo)

●定休日：不定休

23

旨辛チキンカレーセット
(ナン又はライス付）

激辛メニュー ¥700-

唐辛子マシマシ豚玉

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(Lo22:00)

●定休日：なし

24
クウォーター　　　　カラット

1/4　KARAT2125

激辛メニュー ¥1,000-

旨辛チリドック

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:18:00~24:00
　　　　（23:00 L.o）
●定休日：水曜日

激辛メニュー ¥700-

激辛麻婆豆腐

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

●定休日：日曜日
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激辛メニュー ¥1,500-

激辛ローストビーフ丼

とらぜん

寅善

福生市本町28-2F

☎042-513-3899

●営業時間

17:00~25:00

●定休日：不定休

27

全店舗お持ち帰りできます


