
「期間限定 くるみ料理が食べられるお店特集」 店舗・メニュー一覧

No. 店名 住所 電話番号 料理名

1 ギャラリーカフェ ジョルジュ 東京都世田谷区祖師谷3-36-29 佐藤ビル2階 03-6411-4333
乾物野菜とくるみの食感がベストハーモニー♪スリラン

カ風キーマカレー

2 大衆ビストロ ガルニ 東京都台東区上野2-1-9 K-PLAZA4 03-3837-1927

真鯛とカンパチのカルパッチョ クルミとクレソンと

ルッコラのサラダ仕立て ハーブとクミンのヴィネグ

レット

3 NONSUCH 東京都豊島区西池袋5-1-6 矢島第二ビル2F-A 090-1462-3981 鶏の唐揚げ 特製クルミと玉ねぎソースがけ

4 鉄板焼とワインCOCOLO 大阪府大阪市福島区福島5-8-16 090-5662-5740
蝦夷鹿の低温ローストともろこしのエスプーマとくるみ

のプラリネ

5 鉄板焼とワイン×日本酒COCOLO　新福島店 大阪府大阪市福島区福島2-8-10 2F~3F 090-5662-5740 マグロのレアステーキくるみとアボカドのサラダ仕立て

6 いしやん 東京都新宿区舟町7 ACN四谷三丁目ビル 1F 03-3356-1563 クルミ豆腐の串揚げ 黒蜜がけ

7 魚と味 東京都目黒区自由が丘2-14-5 館山ビル 03-3723-6910 ゴマサバのくるみゴマダレがけ

8 ハッコーズテーブル 東京都台東区花川戸2-9-10 070-3853-8013
カリフォルニアくるみ入り発酵サラダ～発酵ドレッシン

グ添え~バケット付き

9 Dining kaze 池袋の風 東京都豊島区南池袋3-16-10 サンライズ南池袋1F 080-4638-1216
カリフォルニアくるみと丸ごとカマンベールチーズのと

ろとろアヒージョ

10 クチーナシゲ 東京都江東区大島2－41－16 ポパイビル1F 03-3681-9495
クルミバターのせイタリア産仔牛ロースのロースト か

ぼちゃのソース

11 大衆イタリア酒場 ダビンチ 東京都世田谷区池尻2-36-11 090-2626-6326
リンゴとトレビスのサラダ～クルミとゴルゴンゾーラ

チーズのソース～

12 シェ、キリー 東京都練馬区羽沢1-11-4 03-3991-0701
清流鳥の白ワイン煮、「くるみ」とピストーの香り、キ

リースタイル

13 蜀味軒 東京都町田市原町田6丁目11-17 2F 090-4225-7656 くるみ酢豚

14 STONE GRILL NIC 東京都目黒区自由が丘2-15-6 金野ビル3F 03-6421-2767 白レバーのくるみとニラの香味ソース

15 北京胡同・川香苑 東京都新宿区新宿3-17-11-3F 080-7043-1963 胡桃鴨高

16 La Trattoriaccia 東京都港区南麻布4-2-49 麻布サンパレス203 03-6874-3637 セロリ、くるみ、ゴルゴンゾーラのサラダ

17 PACE ITALIAN LOUNGE 東京都港区南麻布1-5-4 NKCビルB1F 03-6459-4551
生ハムとくるみのシーザーサラダ ブルーチーズドレッ

シング

18 cafeめし処CAVA亭 東京都千代田区神田三崎町3-2-17 小澤ビル 1F 03-6265-6784
カリフォルニア産まれのくるみとカルローズのコラボ

くるみコーンとろとろ手羽元の土鍋ご飯

19 おば九 新橋本店 東京都港区新橋3-7-3 新橋フォディアビルB1 03-3503-4645 クルミと釜揚げしらすのピザ

20 おば九 新橋駅前店 東京都港区新橋2-9-6 鳥森神社ビル　3F 03-3508-8880 胡桃豆腐と季節野菜の揚出

21 白金魚 本店 （プラチナフィッシュ） 東京都港区新橋3-2-12 高松ビル1F 03-3593-0999 柿とくるみの白和え

22 白金魚プラチナフィッシュ KAPPO 東京都港区新橋3-2-12 高松ビル2F 03-3501-4477 海の幸彩りサラダ　クルミドレッシング

23 創作フレンチ鉄板Hanasaki 東京都港区新橋3-2-12 高松ビル1F 03-3581-0081 鴨のソテー　胡桃ソース

24 プラチナフィッシュ ガーデンキッチン 東京都港区新橋3-4-8 クレグラン新橋3 B1F 03-3593-0809 ファルファッレとクルミのカルボナーラ

25 プラチナフィッシュ 新橋鉄板バル 東京都港区新橋2-9-17 第2常磐ビルB1F 03-3581-1121 くるみと塩辛のザワークラウトdeバケット

26
プラチナフィッシュ 魚菜市庭（ぎょさいい

ちば）
東京都港区新橋2-9-14 三浦ビル2F 03-3591-3000 くるみ入り　ツナマヨサラダ

27
白金魚 プラチナフィッシュ クラフトビアバ

ル
東京都港区新橋2-9-6 烏森神社ビルB1F 03-3502-0003 胡桃の海老マヨ

28 萬屋伍平 東京都港区新橋2-3-7 新橋第二中ビルB1Ｆ 03-6205-7110 薩摩芋と胡桃のかき揚げ

29 白金魚 プラチナフィッシュ バル 東京都港区新橋3-13-9 GMビル 1F 03-3431-1777 カリフォルニア産胡桃入り本格魚介パエリア

30 IZAKAYA OMOTENASHI 東京都港区新橋2-12-2 hk新橋ビルB1 03-3597-7788 牡蠣のフロマージュブラン和え ～はちみつ胡桃

31 福炎や （ABURI&IBURI） 東京都港区新橋2-9-6 鳥森神社ビル4F 03-3597-0770 燻製くるみのハニーロースト　クリームチーズ包み

32 新橋 魚殿 東京都港区新橋2-13-8 新橋東和ビル1F 03-3593-0555 若鶏とくるみの朴葉焼

33 ダイヤモンドフィッシュ 東京都港区新橋2-9-6 烏森神社ビル5F 03-3591-8889 海老とくるみの洋風春巻き

34 プラチナミート 白金肉 東京都港区新橋2-12-2 hk新橋ビル2F 03-3593-7773 クルミソースのレモンクリームペンネ

35 炭火焼肉 有田牛 本店 東京都中央区銀座8-2-15 明興ビル 2F 03-3571-8880 クルミソースビビン麺

36
RESTAURANT PLATINUM FISH マーチエ

キュート神田万世橋店

東京都千代田区神田須田町1丁目25番地4 2 マー

チ エキュート神田万世橋 2F
03-6206-8455 くるみとアボカドの黒ベーコン黒酢豚風

37 プラチナフィッシュ神谷町 TEPPANバル 東京都港区虎ノ門5-13-1 40ＭＴビルB1 03-3431-7770 鮮魚のクルミフリット　～ブールルージュ～

38 個室くずし割烹 白金魚 プラチナフィッシュ 東京都中央区銀座8丁目3-1 銀座時傳ビル４F 03-6280-6936 米ナスとえのきベーコンの胡桃味噌掛け

39 勝手口 じゅん 東京都港区西新橋2-4-3 プロス西新橋ビルB1 03-3592-1126 胡桃豆腐　自家製くるみ味噌ソースで

40 溜池おば九 東京都港区赤坂2-20-19 赤坂菅井ビル B1 03-3587-0809 くるみ甘辛煮入り太巻き

41 炭火焼肉有田牛 新橋店 東京都港区新橋2-12-2 hk新橋ビル 5F 03-3593-8181 くるみダレの壺漬けホルモン

42 炭火焼肉 有田牛 泉岳寺駅前店 東京都港区高輪2-16-35 03-3440-7707 胡桃ソースでいただく焼野菜

43 くずし割烹 白金魚 サピアタワー店 東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー 3F 03-3212-0010 煎りクルミと海苔の佃煮和え

44 プラチナフィッシュバル Primo 東京都港区新橋3-16-10 リカム4ビル 3F 03-3433-0111 胡桃とモッツァレラチーズのジェノバピザ

45 グリル&バーベキュー プラチナミート 東京都港区新橋2-12-8 GEMS新橋 1F 03-6257-1129 くるみとスモークサーモンクリームチーズ

46 くずし割烹 白金魚 秋葉原UDX店
東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDXビル 3

階
03-6260-8022 焼くるみ味噌

47 旅×DINING ROUTE ZERO 東京都中央区銀座6-13-7 新保ビル B1F 03-6264-7004 自家製 加州くるみ豆富

48 アップタウン 東京都中央区銀座2-11-19 国光ビル B1F 03-3543-3330 カリフォルニア産くるみ入り　オリジナルコブサラダ

49 ワイン　お食事　自家製パン　バローロ 東京都港区新橋2-12-2 HK新橋　2F 03-6206-1433 子牛のカツレツ 胡桃とレーズンの香り

50 担々麺 ぺんぺん 東京都港区西新橋2-18-9 森山ビル1F 03-6381-5990 クルミたっぷり麻辣奴

51 ねぎま屋 武蔵 葛西店 東京都江戸川区東葛西6-6-3 大杉ビル 1F 050-5788-4989 くるみのバター炒め（黒糖風味）

52 ねぎま屋 武蔵 浅草橋店 東京都台東区柳橋1-13-4 浅草橋丹羽ビル B1F 03-5829-6948 ほうれん草とくるみの味噌和え

53 トントンびょうし 東京都文京区湯島3-39-9 白石ビル 1F 03-5812-4602 ほうれん草とクルミナムル

54 新鮮ヤキトン酒場 トントンびょうし 平井店 東京都江戸川区平井5-19-7 新村ビル 1F 03-6657-3648 自家製もやしナムルのくるみ和え

55 くし処 虎ノ坊 東京都港区虎ノ門1-8-11 5-825第1ﾋﾞﾙ2F 03-5501-2345 クルミとチキンの黒胡椒炒め

56 マッシモッタヴィオ 東京都杉並区永福4-4-4 03-6802-7648 くるみと4種チーズのピザはちみつぞえ

57 イルキャンティ　ノルド
東京都立川市曙町２ー１０ー１２ レイジャルバル

ミュール１F
090-7420-3066 カリフォルニア産くるみ濃厚カルボナーラ
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58 日本橋はらから 東京都中央区日本橋3-8-14 日本橋ビル1階 03-3231-0047 くるみころもの柿と春菊の白和え

59
Szechwan Cuisine & Wine 御馥 中之島ダ

イビル店

大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル3

Ｆ
06-6225-2988 紋甲イカのくるみ炒め

60 タロス （Tharros） 東京都渋谷区道玄坂1-5-2 渋谷ＳＥＤＥビル　１ 03-3464-8511 クルミパーネグラチナータ

61 ティスカリ （Tiscali） 東京都品川区西五反田5-11-10 Relief不動前 1F 03-6420-3715 仔羊のラグーのラビオリ　くるみの塩キャラメルソース

62 ペーリペーリ
東京都品川区西五反田1-15-10 池上線 五反田高

架下
03-6417-4994

ゴロゴロくるみパン粉をまぶしたカジキマグロのスピエ

ディーニ（イタリア風串焼き）

63 Seamus O'Hara 東京都品川区小山3-24-14 03-6421-5656 手羽先のくるみ揚げ

64 レオンビアンコ （LEON BIANCO） 東京都品川区小山3-21-6 1F 03-6328-9363 じゃがいものニョッキ　～クルミソース～

65 ケスタ ワイン＆ブルスケッタ （Cuesta） 東京都渋谷区道玄坂1-15-7 CENTRAL道玄坂 1F 03-6416-4224 クルミとグリーンペッパーのパテのブルスケッタ

66 表参道 バッカス （BACCHUS） 東京都港区北青山3-8-12 03-5468-7750 カリフォルニア産くるみとイチジク・ビーツの紅色サラ

67 ラッツダイニング 新宿店 東京都新宿区新宿3-35-7 さんらくビル B1F 03-5369-8820 ゴルゴンゾーラとくるみのメープルピザ

68 UONOSU 東京都新宿区新宿3-35-13 裕永ビル 3F 03-5341-4750 くるみピリ辛坦々蕎麦

69 渋谷イタリアン ズッカ 東京都渋谷区桜丘町10-4 モドマルシェビル 1F 050-5591-0703 ポルチーニ茸とクルミの自家製生パスタ

70 風の蔵 東京都新宿区歌舞伎町2-18-9 林ビル1F 03-3200-1023 期間限定★クルミドレッシングのグリークサラダ

71 76CAFE OMOTESANDO 東京都渋谷区神宮前4-9-2 神宮前MMビル１F 03-5786-1781
期間限定 カリフォルニア産くるみのせ アボカドチーズ

タコライス

72 an.by.an 港区白金台4-8-14 プラティーヌA棟３階 03-6873-9808 クルミとマスカルポーネ、ペッパー和え

73 浅草割烹 天とよ 神保町店 東京都千代田区神田神保町1-18-1 千石屋ビル102 03-6811-7464 秋のサラダくるみ入り

74 浅草割烹 天とよ 八丁堀店 東京都中央区八丁堀2-20-9 八丁堀FRONT 1F 03-3552-8050 秋の味覚サラダくるみ入り

75 金の独楽 東京都中央区京橋3-4-4 イーストサイドビル2～ 03-3510-0102 グリルチキンとくるみ・秋のきのこのサラダ

76 宇田川カフェ suite 東京都渋谷区宇田川町36-12 03-3464-4020 ゴルゴンゾーラとクルミのピッツァ

77 蕎麦処グレゴリー 東京都港区赤坂1-5-15 溜池アネックス 1F 03-6277-6640 くるみだれ 生パクチー蕎麦

78 ラッツダイニング 渋谷店 東京都渋谷区宇田川町17-1 ブラザービル B1F 03-5728-6201 くるみのポテトサラダ

79 ラッツダイニング 新宿御苑店 東京都新宿区新宿1-18-1 辻ビル 1F 03-6273-1506 くるみを使った彩りサラダ

80 ラッツダイニング 新宿西口ハルク店
東京都新宿区西新宿1-5-1 新宿西口ハルク 食堂酒

場ハルチカ MB3
03-6279-0027 くるみのバジルパスタ

81 Lad’s GARAGE 渋谷店 東京都渋谷区宇田川町13-11 KN渋谷1ビルB1 03-6416-3976 エビアボカドとくるみのタルタル

82 ラッツダイニング 飯田橋店 東京都千代田区飯田橋4-9-8 大和ビル B1F 03-6261-3650 くるみのバジルピザ

83 ラッツダイニング 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-7-9 1F 03-6269-9315 ピリ辛くるみモチコチキン

84
ラッツ デ ワイン フレッサイン新橋店

（Lad's Dining）

東京都港区新橋1-15-4 相鉄フレッサイン新橋 日

比谷口別館 1F
03-6457-9477 ショートパスタで作る!くるみのペペロンチーノ

85 Lad's de Wine 三鷹駅前店 東京都三鷹市下連雀3-36-1 トリコナ 1F 0422-26-7887 くるみを使ったカクテルサラダ

86 ラッツ デ ライブ 飯田橋店 東京都新宿区揚場町1-12 オーララビル B1F 03-6280-7166 生ハムとくるみのバルサミコソースピザ

87 立肉酒場2919 東京都新宿区下宮比町2-3 大野屋ビル 1F 03-6265-0510 くるみのもやしナムル

88 夢酒みずき 東京都中央区銀座6-7-6 ラペビル　Ｂ１Ｆ 03-5537-1888 くるみ豆腐　くるみのもろ味噌

89 炭焼きダイニング 祭市場 東京都港区新橋4-18-4 B1F 03-5473-7778 くるみソースの地鶏ユッケ

90 ワインアンドタパス チル
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-13-7 グランデール

吉祥寺 1F
0422-23-3160

蜂蜜でカラメリゼしたクルミと桃、イチジクとゴルゴン

ゾーラチーズのタルティーヌ

91 EBISU FRY BAR 東京都渋谷区恵比寿1-26-13 ぼくみつマンション 03-3280-8739 くるみとからすみのきのこそば

92 生粉打ちそば処 さんじ庵 東京都八王子市兵衛1-25-5 042-635-7882 濃厚くるみつけ汁そば月見とろろかけご膳

93 ベラルーシ家庭料理ミンスクの台所 東京都港区麻布台1-9-14 ランドコム麻布台 1F 03-3586-6600 胡桃の歯ごたえが良い茄子とトマトのサラダ

94 ハマショウ 東京都品川区南品川6-11-26 03-6433-2677 鶏とくるみのトマト煮込み

95 くろ酒場 薩摩 東京都港区芝5-23-15 03-5440-0718 ゴロッとクルミのとりから揚げ（宮崎地鶏）

96 魚我志 むさし 東京都文京区千駄木4-7-15 朝日動坂マンション 03-3823-4634 秋鮭とくるみの土鍋飯

97 tag cafe 東京都世田谷区北沢2-12-10 サウスサイド2 ２B 03-6450-7253 くるみ入りガパオライス

98 EL CANTINA 東京都渋谷区神宮前3-1-28 BELLTOWN青山 B1F 03-6804-1719 根野菜とくるみの温冷サラダ

99 BEE8 東京都渋谷区道玄坂2-8-1 大和田ビル B1F 03-5458-5700 真蛸とブロッコリーの胡桃マリネ

100 サカナバル五反田 東京都品川区西五反田1-2-8 FUNDES五反田５F 03-6910-4606
米ナスのロースト マグロ味噌のブリュレ くるみのロー

ストがけ

101 ARALE 東京都渋谷区鶯谷町７-１２ Gran Duo渋谷１F 03-6455-2378
春菊とブルーチーズのサラダ　くるみのナンプラーキャ

ラメリゼ

102 たまや 東京都渋谷区広尾1-16-1 恵比寿広尾スクエア 6F 03-6277-0597 カリフォルニア産くるみと牛ハツのカルパッチョ

103 チーズ＆ワインサロン　村瀬 東京都中央区銀座6-12-15 いちご銀座612ビル1F 03-3575-9100 ブルーチーズとくるみのサラダ

104 牡蠣と和食。Ikkoku 東京都渋谷区円山町6-3 サンハイツ道玄坂 1F 03-6416-9281
雉のレバームースのモナカ包み　くるみのキャラメリゼ

ソース

105 タイ料理バル　タイ象
東京都港区新橋3-17-5 グランフォークス新橋ビ

ル2F
03-6432-0050 ガパオガイクルミライス

106 SUPER Me 東京都渋谷区代々木1-28-9 090-7006-7014
カルフォルニア産クルミと季節の野菜のフリット　かき

揚げ風

107 Malkovich
東京都目黒区上目黒1-26-1 中目黒アトラスタ

ワーアネックス315-1
090-7006-7014

水菜とサラダ菜のサラダ　カルフォルニア産くるみと

ベーコンの温かいドレッシング

108 生姜屋 黒兵衛 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-3-3 吉祥寺南口ビル 080-4935-4405 出西生姜 カリフォルニアくるみたっぷりのタルタル

109 D’ORO TORITSUDAI 東京都目黒区中根2-13-20 レオナ都立大1F 03-3718-7860

地鶏のレバーとハツの煮込みソースのビゴリあえ　てこ

りのチーズと黒胡椒風味　カリフォルニア産のくるみを

かけて

110 じゃぱりあ 三座布 東京都江東区森下3-14-1 090-1110-1113 くるみ塩の牛ハラミ

111 トミーノ ラ カーザ ノストラ 東京都江東区永代2-27-6 03-6659-9555 濃厚クルミのクリームソースと信州サーモンのタリア


