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店　　名 出前・持ち帰りメニュー Webサイト 定休日 営業時間 電話番号 所在地 アクセス 店舗紹介 出前
テイク
アウト

MITSUKOレストラ
ン（合同会社
MITSUKO）

牛肉のフォー　650円
蒸し鶏肉のフォー　650円
豚肉と野菜の焼きフォー　650円
海老と豚肉のチャーハン　650円
牛肉と高菜のチャーハン　650円
ベトナムサンドイッチ（バインミー）650円
豚バラ肉とココナッツの角煮　弁当　650円
ベトナム風スペアリブと野菜焼き　弁当　650円
チキンとココナッツカレー　650円
豚肉と野菜のニンニク炒め　弁当　650円
牛肉と野菜炒めの混ぜビーフン　750円　NEW！
ブンボーフェー　（牛肉とベトナムハム入りの辛いビーフン汁）
750円　NEW!

070-4400-6868 中央4-11-2 ベトナム料理店 ○

たきたて江戸川中央
店

特製幕の内弁当　750円
幕の内弁当　530円
和風セット（海老天・煮物）　680円
うな重　800円
さば塩焼き弁当　500円
さば味噌煮弁当　500円
豚キムチ弁当　530円
ステーキ弁当　650円
他にも多数あり

水曜日 10:00～20：00 03-3674-3133 中央4-21-13 新小岩駅から1,301m ○

和食会席 つくしんぼ

・ネギトロ丼　750円（税抜）
・海鮮丼　900円（税抜）
・ネギトロ鉄火丼　850円（税抜）
・鉄火丼　900円（税抜）
他にも多数あり

https://ggrb400.gorp.jp/
月～水曜日
※緊急事態宣言解
除後は月曜日のみ

木～日曜日・祝日
17:00～20:00
※緊急事態宣言解除後は
17：00～23：00（予
定）

03-5678-6162 中央1-19-7 ＪＲ 新小岩駅 徒歩21分 ○

レストラン百花百兆

お持ち帰りメニュー
カツ重　750円
ビーフカレー　650円
せいろ（そば・うどん）　600円
ソフトクリーム　各種　300円
コーヒー・紅茶など　各種ドリンク　200円～

https://edogawa-bunkacenter.jp/restaurant/

江戸川区総合文化
センターの休館
日・全館保守日に
準ずる。

11:00～18:00（ラスト
オーダー17:30）
※当面の間、短縮営業（通
常10:00～20:30）

03-3653-2935
中央4-14-1
江戸川区総合文化セン
ター3階

JR総武線
新小岩駅南口　徒歩約15分

お家でもどこでも百花百兆の味が楽しめます。
店内混雑時などにも、お気軽にご利用ください。
お食事ご注文の場合はドリンク50円引きです！

○

うなぎ 平八

お持ち帰りメニュー
　
特上うな重　　　　4000円
　上うな重　　　　3200円
うなぎ蒲焼(大串)　3600円
うなぎ蒲焼(中串)　2800円
※税別価格です
※その他お持帰りメニュー有ります。お電話又は、当店のホーム
ページにてご確認お願いいたします。

http://unagiheihachi.my.coocan.jp
毎週水曜日　※月
一回不定期の連休
有り。

11:30～14:00、16:30～
22:00
※現在は、コロナウイルス
の感染拡大防止対策の為、
夜の営業時間を20:00迄と
変更しております。

03-3651-3550 中央1-14-24

新小岩駅：葛西行・西葛西行のバ
スに乗り、京葉交差点下車
船堀駅：新小岩行・錦糸町行のバ
スに乗り、京葉交差点下車
京葉交差点、セブンイレブン隣。
『ひつまぶし』の大きな看板が目
印です。

うな重、うなぎ蒲焼、ひつまぶし等、日本料理全般。 ○ ○

有限会社 荒川 土日祝日

（月～金）11：30～13：
25　17：00～22：00
ラストオーダー21：30
（土）17：00～22：00
ラストオーダー21：15

03-3651-2796 中央4-25-22 飲食店 ○

株式会社吉友商事
（酔香園）

火曜日 03-3653-7918 中央2－14－10
中華料理経営
貿易事業

○

Marukoshi 江戸川
店

各種日替り弁当や季節のメニュー等があります。
店頭販売メニュー（500円）　※味噌汁、ふりかけ付き
・日替り弁当
・色彩弁当（女性向けのヘルシー弁当）
・丼ぶり

http://www.marukosi.jp/index.html 土曜日・日曜日
店頭販売時間
11：30～12：30

03-3655-1690 中央2-30-11
配達は一般企業、デイサービスのみになります。
※配達範囲やメニューの詳細はお問い合わせください。

○

居酒屋 さつき

[弁当]
本日のおまかせ日替り弁当　500円
[単品]
チキン唐揚　500円
揚たこやき　500円
メンチカツ　500円
ポテトフライ　500円
おまかせサラダ　500円

http://k.fc2.com/cgi-bin/hp.cgi/izakayasatuki/ 不定休
[月～土] 11:30～14:00
　　　   17:00～23:00
[日・祝] 17:00～23:00

03-3656-3697 西一之江2-28-5 一之江駅から徒歩約18分 ○

そば処 長寿庵

小松菜そば
小松菜うどん
天ぷらそば
天せいろ
鴨せいろ
鴨南蛮
など他にも豊富なメニューをご用意してお待ちしてます
もりそば、ざるそば、とろろ蕎麦、冷やしたぬき、冷やしきつ
ね、冷やし忍者、冷やし山菜、ごま味噌うどん、天せいろ、冷や
しスタミナうどん、天丼、かつ丼、親子丼、開花丼、すき焼き
丼、牛丼、カレー丼、カレーライス、まーぼナス丼、たぬき丼、
玉子丼、冷麦、かけそば、かけうどん、かぬきそば、たぬきうど
ん、きつねそば、きつねうどん、おろしそば、おろしうどん、月
見そば、月見うどん、玉子とじ、忍者そば、忍者うどん、かき玉
そば、かき玉うどん、山かけそば、肉南蛮、若鶏南蛮、おかめそ
ば、力そば（ちからそば）カレー南蛮、あんかけ蕎麦、山菜蕎
麦、親子南蛮、日本五目そば、けんちんそば、天ぷらそば、天ぷ
らうどん、天とじそば、天とじうどん、

https://choujyuan.com/ 木曜日

昼食の部 11：00～15：
00 ランチタイム
夕食の部 17：00～20：
30 ディナータイム

03-3654-6739 西一之江3-29-5

一之江駅から約1Km（徒歩約16
分）
西一之江3丁目バス停から北東方
向へ徒歩4分

元祖小松菜うどんの店。日本そば、うどん中心の飲食業。
店舗でのお食事の他、近隣地域への出前もお受けしている
蕎麦屋です。ランチ（昼食）や夕食など気軽に入れる飲食
店（食事処）です。小松菜の麺が一押しメニューで店舗で
のイートインに加え「小松菜そば」の販売および卸も行っ
ています。

○ ○

GREEN MANBOU
CAFÉ

・タコライス　600円（税込）
・牛丼　600円（税込）
・バーガーてりまよ　440円（税込）
・トルティーヤ　440円（税込）
他にも多数あり

https://green-manbou-cafe.business.site/ 月曜日 11時00分～19時00分 03-3654-7531 西一之江3-21-12 ○
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うなぎ左榮

うなぎ弁当
山吹3100円
たちばな3600円
若竹2000円
うなぎ蒲焼
福2700円
雪3100円

http://www.roy.hi-ho.ne.jp/unambo/
毎週木曜日・第二
水曜日

１１：００から１４：００
１６：００から１９：３０

03-3651-9364
西一之江４丁目９‐３
７

都営新宿線一之江駅又は船堀駅か
ら共に徒歩２０分
今井街道沿い

飲食店（うなぎ専門） ○

Osteria Chitarra 最新の情報はFacebook・えどがわ産業ナビをご覧ください。
https://www.facebook.com/Osteria-Chitarra-

1067651299914486/
03-5879-9912 一之江7-30-6 1F 一之江駅 軽快な洋楽ロックが流れるイタリア料理店 ○

株式会社マルコ＆
しゃぶテキ亭

https://bakerymaruko2017.com/ 元日 11時～20時 03-3656-5211 一之江2-10-7
都営新宿一之江駅より環状七号線
奥戸方面へ徒歩10分
都営バス一之江高速下徒歩1分

ベーカリーレストランマルコ　焼きたてパン食べ放題と欧
風料理
しゃぶテキ亭　しゃぶしゃぶ・すき焼き・和食

○ ○

イタチャイナ

テイクアウトメニュー
【パスタ】
・ニンニク唐辛子　580円
・オンリートマト　580円
・きのこトマト　680円
・ツナトマト　680円
・和風キノコ　680円
・ベーコンクリームチーズ　780円
【ピザ】
・ピッツァマルゲリータ　880円

他にも多数あります。

月曜日（祝日の場
合17：30より営
業　翌日休日）
水・土・日曜日・
のランチタイム

ランチ11：30～14：00
（ラストオーダー13：
30）
 ディナー17：30～20：
00（ラストオーダー19：
30）
※土・日は14：00～20：
00（ラストオーダー19：
30）

03-5662-0551 一之江3-11-6 都営新宿線 一之江駅から徒歩6分

古くからのファンも多い、一之江の静かな住宅街にある隠
れ家レストラン。お店のコンセプトは『楽しく美味しく
リーズナブル』　気軽に美味しいイタリアンを楽しめると
人気です。 テイクアウトメニューは前菜・メイン・パス
タ・デザートなど種類も多く、おうちレストランを楽しめ
そう♪ 事前に電話で予約しておくと受け取りがスムーズ
です。
--5/30追記--
・テイクアウト、店内併用で営業しております。
・店内は席数の減少の為当面要予約と致します。
（都の感染症対策に準じて営業時間の変更があります。）
--11/20追記--
・Uber Eatsが利用できるようになりました。

○ ○

Steak Station 喜

ビーフ鉄火丼　670円
ビーフ鉄火丼ダブル　990円
ハンバーグ目玉焼　620円
エビフライカニコロッケ弁当　640円
牛バラカルビ弁当　670円
ピリ辛豚バラスタミナ　590円
スパイシーチキン弁当　620円
照り焼きチキン弁当　620円
・おかずのみ
ハンバーグ　500円
ハンバーグカニコロッケ　690円
ハンバーグエビフライカニコロッケ　750円
白飯　100円　（大　150円）
ステーキ100g エビフライカニコロッケ　900円
エビフライ　220円
カニコロッケ　130円

不定休

ランチタイム　11:00～
13:45 L.O
ディナータイム　17:00～
20:00（規制期間中）

03-3653-6620 一之江7-55-5
一之江駅西口から徒歩8分
ドラッグストアウエルシア左折
20m右側三本目右折

テイクアウト人気ベスト5！
1位　ビーフ鉄火丼　670円
2位　特選ビーフ鉄火丼ダブル　990円（ステーキ
150g）
3位　ハンバーグ目玉焼き　620円
4位　チキン照り焼き　620円
5位　ステーキ100g＆エビフライカニコロッケ　おかず
のみ　900円　白飯　100円
春休み限定！「ガンバレママ応援弁当」やってます
14歳までのお子様　一家族2個まで
ハンバーグ弁当　ハンバーグ唐揚げ弁当　各270円
唐揚げ弁当　250円　※13:45までのご注文に限ります
洋食一筋48年。一之江開業7年。小さな店ですがステー
キやハンバーグを中心にソースから手作りで美味しく安く
召し上がって頂けます。テイクアウトは開業から皆様に愛
されています。電話注文でお待たせすることなくお渡しし
ます。
柔らかいステーキと手作りソースのベストマッチ！！
こだわりのハンバーグ！
大人気のカニコロッケをご賞味ください。

○

ＡＧＮＩ　一之江店

お持ち帰りセット（カレー、ナンorサフランライス）　515円
【カレーの種類】
・チキン　・マトン　・ほうれん草　・エビ　・キーマ玉子
・野菜　・ダール（豆）　・豚肉

無
11：00～15：00
17：00～23：00

03-3652-6016
一之江7-31-7 嶋田
ビル1Ｆ

一之江駅 徒歩3分 本場インド料理店 ○ ○

大衆酒場かぶら屋一
之江店

やきとり(タレ・塩)　1本80円より
※テイクアウト出来るのは揚げ物や焼き物になります。

http://www.kaburaya.bz/shop/post-66/ 無
11:00～20:00
※緊急事態宣言時

03-5879-6620
一之江8-18-1 みづ
え薬局ビル1F

一之江駅徒歩1分

笑い声が溢れ、美味しい笑顔が溢れ、日常の中に何かホッ
とする。ちょっとした会話、ちょっとした笑い、ちょっと
した楽しさ、ちょっとした感動。私たちはそんな小さなふ
れ合いの場を広めていきたい。居心地の良い場所を求めて
人が集まり、小さな場所だからこそ自然と人とふれ合い、
自然と会話が弾み、自然と笑顔が生まれます。楽しい時や
嬉しい時の笑みは自然とこぼれてくるものです。 かぶら
屋とは、そんな人と人のふれ合いの場。

○

居食家 明華 汁物以外 https://edogawa.mypl.net/shop/00000354626/ 毎週月曜日
火～日
AM 11:00～PM 1:30
PM 5:00～PM 9:30

03-6875-1514 松江3-12-3
船堀駅からだと
錦糸町行きのバスで「東小松川一
丁目」で下車して目の前です。

中華料理をベースに飲んでつまんでお食事できる居食家で
す。
イチ押し商品は手作りギョーザです。
中華料理以外の料理も多数あります。
2階のスペースもあり宴会等もできます。

○ ○

とんかつちから 木曜日

［営業時間］
昼　11：30～14：00　
夜　17：00～19:00閉店
なお、閉店時間はその日の
状況に応じて早く閉店する
場合がございます。ぎりぎ
りの来店や注文はお受けで
きませんので、ご理解のほ
どよろしくお願いいたしま
す。

03-3656-0823 松江

都バス利用：
【JR新小岩駅北口乗り場】
【新小29甲葛西駅行き】
同潤会で下車。徒歩1分
【南口乗り場】
【新小22番葛西駅行き】
京葉交差点で下車。
国道１４号千葉方面に徒歩10分
ほど。
車利用：
国道14号(京葉道路）と同潤会通

とんかつを中心とした洋食系の飲食店。
年末に入りましてから、コロナ感染が急増しております。
当店は入店時、すべてのお客様に、手のアルコール消毒を
実施しています。当店はGO TO EAT加盟店ではござい
ませんので、お気お付けください。
2、当店は、お持ち帰りができます。当店でも消毒用アル
コールや次亜塩素酸などでの消毒、店内の換気をおこなっ
てはいますが、20席程度で満席になる小さなお店ですの
で、3密にも限界があります。特に夜などは、持ち帰りを
強くお勧めします。(出前は行っていません）
3、小さなお店ですので、換気はできていても、どうして

○
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日本料理店 大きい虹

旬の炊き込みご飯と鶏の唐揚げ弁当　880円　　　　全て税込
山椒じゃこご飯とオリーブ牛すき焼き弁当　1200円
うな重と豚冷しゃぶサラダ弁当　990円
出汁カレー　250円
唐揚げ単品　ポテトフライ　出汁巻玉子　などもご用意可能

https://edogawa.mypl.net/shop/00000359694/
日曜日ディナーと
月曜日

ランチ10：30～13：
30(ラストオーダー)
ディナー17：00～
20:00(ラストオーダー)閉
店時間21：00
お客様の都合に合わせて
23：00まで

050-1306-2057
松江2-4-2　村山ビ
ル1階

バス停松江停留所徒歩1分　松江
図書館そば

日本料理をリーズナブルに。
キッズプレートやキッズスペースがあり子育て世代にも人
気の和食店です

○

中華菜館 喜楽

ギョーザ・シューマイ　各550円
小皿料理（500円）から大皿料理（1600円）などメニューに
ある商品はほとんどが持ち帰り可能です。
ほかに1000円のお弁当もあります。エビチリ、スブタ、トリカ
ラ、カニ玉などのお料理がメインのお弁当です。

毎週水曜日

定休日：水曜日
それ以外の11:30-15:00
（ランチ）　17:30-
19:00（ディナー）

03-3654-2708
松江3-12-11 江戸川
信販ビル2F

［JR新小岩駅南口］
都バス　21 西葛西駅行き　東小
松川一丁目下車
　　　　　22 葛西駅行き　　東
小松川一丁目下車
［都営新宿線　船堀駅］
都バス　21 新小岩駅行き　東小
松川一丁目下車
　　　　　25 錦糸町駅行き　東
小松川一丁目下車

中華料理全般。ラーメンからお料理の一品からコース料理
まで幅広い営業内容です。
テイクアウト用の500円の一品料理（小皿）や1000円
のお弁当など、お客様のご要望に幅広く対応いたします。

○

からあげライダー http://edogawa.mypl.net/shop/00000357921/ 不定休

11：30～20：00
※新型コロナウイルスの
為、営業時間を短縮してま
す。

03-5661-2577 松江3丁目7番11号 テイクアウト専門のからあげ店です。 ○ ○

宅配御膳　釜寅

お値打ちランチ　930円(税抜き）～
・五目釜飯　・焼さば釜飯　・鳥釜飯
・牛ごぼう釜飯　1000円(税抜き）
他にも多数あり

https://www.kamatora.jp/
年中無休
（年末年始除く）

11：00～14：00
16：00～21：00

0570-095-220 松江5-12-10
受付時間：10：00～21：00
注文は税込1500円以上から受付

○ ○

そば処丸花 https://edogawanavi.jp/shop/100698/ 木曜日
昼の部　11:30～15:00
夜の部　17:00～20:00

03-3651-4303 松島3-11-2

JR新小岩駅南口より徒歩7分ほど
です。（ルミエール商店街を進み
4つ目の車道【角が酒喜屋さんで
す】を右折。最初の信号の先
50m程の場所にあります。）

日本そば、うどん中心の飲食業。店舗でのお食事の他、近
隣地域への出前もお受けしております。

○ ○

やきとり居酒屋 ふた
ば

国産鶏使用!
もも肉　せせりねぎま　白レバー　自家製つくね
丸ハツ　各1本　180円
とりかわ　ぼんぢり　やげん軟骨　砂肝
各1本　170円
手羽先　1本　200円
鹿児島県大隅産　うなぎ　1枚　120グラム
蒲焼き　　2500円
白焼き　　2500円
うなぎ弁当　肝吸い付　2800円
やきとり丼　610円
だし巻き卵　350円
いぶりがっこのポテトサラダ　400円
タラモサラダ　　400円
鶏のからあげ　5ヶ　500円
蒲焼き

月曜日

テイクアウト　15:00～
21:00
店内　　　　　16:00～
23:00

03-5879-3795
松島3-16-13  第3
トーヨー荘

焼き鳥 ○ ○

珈琲ハウス 赤茄子 毎週月曜日 ８：３０～１９：３０ 03-3651-1007 松島３丁目１４番８号
新小岩駅　南口　ルミエール商店
街内　徒歩７分

真っ赤なトマトが目印の喫茶店です。１９８４年に開店し
ました。メニューはほとんどが手作りで、幅広く揃えてお
待ちしております。オールディーズを聴きながら、銀座で
腕を磨いた味をお手ごろな値段でどうぞ。

○

カフェバー ケルン
（Koln）

・スペシャルバーガー　850円
・海老カツバーガー　850円
※プラス料金でポテト・ドリンク付き。

日曜日・祝日
9：30～18：00
※緊急事態宣言時

03-5879-2289 松島1-41-15 新小岩駅から1,341m ○

なかや

・五目チャーハン　700円
・中華丼　750円
・ラーメン　600円
・スタミナラーメン　800円
・魚フライ定食　750円
・とんかつ定食　850円
他にも多数あり

11:30～14:00
17:00～21:00

03-3651-0992 松島1-42-16 ＪＲ新小岩駅徒歩約19分 ○

寿々喜

・かけそば　550円
・たぬきそば　600円
・きつねそば　600円
・玉子丼　750円
・親子丼　900円
・天とじ丼　1250円
他にも多数あり

木曜日
11：00～15：00
17：00～19：30
※緊急事態宣言時

03-3651-9698 松島3-45-6 新小岩駅 徒歩14分 配達は1,100円から承ります。 ○

ＡＧＮＩ　松島店

お持ち帰りセット（カレー、ナンorサフランライス）　515円
【カレーの種類】
・チキン　・マトン　・ほうれん草　・エビ　・キーマ玉子
・野菜　・ダール（豆）　・豚肉

無
11：00～15：00
17：00～23：00

03-3651-3604 松島1-42-17 ＪＲ新小岩駅徒歩10分 本場インド料理店 ○ ○

レストラン
グリーンパレス

お持ち帰りメニュー（テイクアウトは11:00～15:00）
特製カレー　500円
唐揚げカレー　650円
カツカレー　700円
生姜焼き弁当　500円
唐揚げ弁当　500円
ハンバーグ弁当　600円
天ぷら弁当　780円
ステーキ丼　780円
コーヒー・紅茶　250円
（お弁当とセットの場合は200円）

https://greenpalace-matsuya.com/restaurant/
グリーンパレスの
休館日・全館保守
日に準ずる。

11:00～17:30（ラスト
オーダー17:00）
※ランチタイムは11:00～
15:00

03-3651-2228
江戸川区松島1-38-1
グリーンパレス1階

JR総武線新小岩駅より
都営バス（新小21）西葛西駅
行、都営バス（新小22）葛西駅
行
～江戸川区役所前下車徒歩3分

グリーンパレスの特製カレーや、自慢のステーキ丼をテイ
クアウトでお楽しみください。デリバリー&テイクアウト
アプリ「menu」からもご注文いただけます。（店頭での
受け取りが必要です。）

○

さつき
（割烹いこい）

・ビーフシチュー　1,000円
・松花堂弁当　　　2,000円
・花かご御膳　　　3,500円
　　　　　　　　※消費税別

https://kappo-ikoi.com/ 月曜日
11：00～14：00
17：00～20：00

ご予約は
03-3654-0153

松島1-43-26
都バス
江戸川区役所前
下車3分

絶品しゃぶしゃぶ。
駐車場あり。

○

https://edogawa.mypl.net/shop/00000359694/
http://edogawa.mypl.net/shop/00000357921/
https://www.kamatora.jp/
https://edogawanavi.jp/shop/100698/
https://greenpalace-matsuya.com/restaurant/
https://kappo-ikoi.com/


※新型コロナウイルス感染症の影響により営業時間などの状況が変わっている場合が
　ありますので、最新の情報はお店にお問い合わせください。 出前＆テイクアウト対応店舗リスト（中央地区）

２０２２年１月２８日更新
■は新規追加分

店　　名 出前・持ち帰りメニュー Webサイト 定休日 営業時間 電話番号 所在地 アクセス 店舗紹介 出前
テイク
アウト

チャイニーズダイニ
ング 菜香

四川麻婆豆腐　850円
白麻婆豆腐　750円
青菜炒め　650円
エビの卵炒め　700円
エビのチリソース　1000円
チャーハン　700円
等

http://www.sai-kou.jp/
月（月曜日が祭日
の場合 火）

火～土　17:00～23:00
L.O.24:00
日　　　　17:00～22:00

03-5662-9303 松島3-15-1 新小岩駅南口　徒歩8分

中華、四川料理店で
"四川麻婆豆腐""白麻婆豆腐"が名物で
その他、時季の野菜などを取り入れた月替りのオリジナル
中華料理が人気です。

○

Teppan 燈akari

お好み焼き 燈スペシャル天 1,250円
・岩中豚玉 極Kiwami
・岩中豚玉 真Shin
・漢方牛 　すじこん
他種類あります
もんじゃ焼き
・ベビースター 680円
・切りイカ　　 780円
・明太子　　　 900円
厳選和牛　10g  138円～
厳選野菜焼　 　450円～

http://monja-teppan-akari.com 最終週の月曜日
12:00～22:00
緊急事態宣言解除後は
通常営業時間16:00～0:00

03-5879-3115 松島3-15-8
JR新小岩駅南口からルミエール
商店街を徒歩約８分

鉄板焼きを主とした飲食業態
・お好み焼き、もんじゃ焼き、鉄板焼き等

○

有限会社 寿賀多
ランチ用テイクアウトメニュー
天丼800円、ヒレカツ丼800円、鶏づくし丼800円

https://sugata.tokyo.jp/
ランチは
土日・祝日 休み

11:30～14:00
17:00～22:00

03-3651-2447 松島1-41-23
和食を中心とした飲食店。
テイクアウトでは晩酌セット3000円が大人気！

○

ヴィオレッタ

ポーク・シーフード・ほうれん草カレー　\903
カツカレー　\952
チキン・キーマ・小松菜カレー　\854
何れかミニサラダつき

火曜日

ランチ　１１：００～１
４：００
ディナー１７：３０～２
１：３０
但し、月曜日はランチの
み。

03-3652-1927 松島１丁目２３‐６

・新小岩駅南口より　バス葛西・
西葛西駅行き
　　　　江戸川区役所前下車　徒
歩５～６分
・錦糸町駅南口より　バス葛西駅
行き
　　　　小松川警察署前下車　徒
歩３分

家庭料理とインド風カレーの店を１店舗経営している　ラ
ンチ及びディナー　ティタイムは不定期

○ ○

フードバー ルーチェ

和牛もつ煮　800円
牛すじトマト煮　620円
日替わりオードブル　2500円
からあげ8ヶ　520円
4種チーズピザ320円
温玉シーザーサラダ　550円
メキシカンタコス2枚　540円
牛タコライス　680円
台湾まぜそば　800円
肉みそ高菜チャーハン　680円
塩やきとり丼　680円
とり唐親子丼　750円
三元豚ロースかつ丼　900円
ローストビーフ丼　800円
アンガス牛ステーキ丼　1500円

https://www.facebook.com/foodbar.luce.higakoma/ 日曜・祝祭日 月～土 14:00～20:00 03-6796-0459
東小松川4-49-11 ボ
ンペール201号

都営新宿線　船堀駅　徒歩8分
松江第一中学校前バス停 めの前

大衆酒場です。基本300円おつまみで、牛タコライス、
台湾まぜそば等お食事も充実してる為、ご家族様や、おひ
とり様、地元の方で賑わっているお店です。

○ ○

ほてい尊
親子丼弁当　　550円
竜田揚げ弁当　650円

火曜日
昼　11:00～15:00
夜　17:00～23:00

03-6661-3393 東小松川4-42-14 船堀駅から345m
・お好み焼き、鉄板焼き、もんじゃ焼き
・鶏料理をはじめとした一品料理も豊富

○

株式会社北の屋 https://www.kitano-ya.com/ 火曜日
11:00-15:00
17:00-20:00

03-3651-4704 興宮町10-1 蕎麦屋 ○

鮨 かの（旧すし初）

・海鮮ばらちらし1人前小箱　6500円
・海鮮ばらちらし1・5～2人前Mサイズ　8000円
・海鮮ばらちらし2～4人前大箱　15000円
※要予約

https://sushikano.jp/

毎週水曜日
※連休の場合有り
お手数ですがお電
話でご確認下さい
ませ

18時～
※早目に閉店する場合有
り。お電話にてご確認下さ
い。
土日祝日のおまかせコース
は18時スタートで揃えさせ
て頂いております。

03-3652-2704 江戸川４－２５－７

都営新宿線「一之江」駅A２出口
より徒歩１０分。環七を葛西方面
へ。※出口はお間違えの無いお気
を付け下さい。
メトロ東西線より車で約10分。

すし屋 ○

http://www.sai-kou.jp/
http://monja-teppan-akari.com/
https://sugata.tokyo.jp/
https://www.facebook.com/foodbar.luce.higakoma/
https://www.kitano-ya.com/
https://sushikano.jp/

