
※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（平井地区） ２０２１年６月７日更新
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ミート＆デリカいし
げ

[弁当]
・焼肉　870円
・生姜焼　740円
・てり焼　740円
・とんかつ　790円
・ヒレかつ　930円
・フライ　850円
他にも多数あり

日曜日 8:00〜20:00 03-3681-3376 小松川2-4-3-111
東大島駅から徒歩約11分
平井駅から徒歩約19分

和牛専門、銘柄豚、あかね地どり、手造り惣菜、お肉屋
さんのお弁当のお店です。

○ ○

有限会社渡邊米店

 お米　２Ｋ・５Ｋ・１０Ｋ・業務用
 おにぎり各種　１２０円～

 日替弁当　　　５８０円（大盛あり）
 土曜弁当　　　４４０円

 お赤飯　　　　※折詰は予約のみ
 おこわ（鳥五目・山菜）

 おはぎ
 惣菜各種　　　１８０円～
 オードブル　　※予約のみ

 ＜期間・季節限定商品＞
 お餅・御節（年末限定予約販売）

 一升餅（お子様の成長に）
※その他季節限定商品がございます

http://blog.livedoor.jp/watanabegohan/ 日祭日他
 ７：００～１８：３０

※現在コロナウィルスの影
響により短縮営業中

03-3681-7447
小松川3丁目10番3メ
ゾンリバーウエストC
館

 JR平井駅より徒歩１５分
都営新宿線東大島駅より徒歩１５

 分
各駅より都バス「小松川三丁目」
又は「小松川第二小学校前」下車
すぐ

 米販売（業務用含む）
 おにぎり販売

 惣菜販売
 お弁当販売
 おはぎ販売

※季節・期間限定商品販売

○

Wapica

 ☆ ブリュッセルワッフル　粉砂糖付ノーマルタイプ
 「トッピング」 

 ○ 生クリーム系5種類 ○ シロップ系５種類 ○ 粉系4種類　
 ☆クロワッサンワッフルプレーン

 ☆クロワッサンワッフルアーモンドチョコ
 ☆クロワッサンワッフルホワイトチョコ

 ☆ 国産チーズボール
 「トッピング」

 ○ 粉砂糖　○ 抹茶パウダー　○ ＣＯＣＯＡパウダー
 ○ シナモンシュガー ○トマトケチャップ（マスタード有無）

 ☆ タピオカドリンク
 ○ ロイヤルミルクティー　○ ジャスミンティー
 ○ 抹茶ミルク　○ ＣＯＣＯＡ　○ カフェ・オレ

 ○ チョコミルク　○ キャラメルミルク　○ いちごミルク
 ○ マンゴー　○ オレンジジュース　○ リンゴジュース

 ☆ アイスクリーム
 ○ バニラ　○ ビーンズバニラ　○ チョコレート
 ○ ストロベリー　○ オレンジ　○ ソルベレモン

 ○ フローズンヨーグルト　○ ココナッツミルク　○ 抹茶
○ 黒蜜きな粉

不定休になりま
す。

新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い、営業時間を
1/8～2/7まで短縮させて

 頂いております。
デリバリーは、PM21時ま
で営業しておりますので、
ご理解ご協力の程、宜しく

 お願い申し上げます。
 OPEN  pm 12:30 

Close pm 20:00

03-6885-0715 平井1-9-3

JR総武線平井駅南口より小松川
小学校方面に歩いて頂き、一方通
行を道沿いに200m程歩いて頂く
とお店に到着となります。

 ブリュッセルワッフル・クロワッサンワッフル専門店。
その他、11種類のタピオカドリンク・10種類のアイス
クリームもご提供しております。

○ ○

マサラキング

ドネルケバブ　Ｌ500円　Ｍ400円
ケバブサンド　Ｌ500円　Ｍ350円
肉パック　Ｌ500円　Ｍ400円
ケバブドン　Ｌ500円　Ｍ400円
各種カレー

火曜日 10:00～20:00 03-3681-0013 平井2-24-15 平井駅から徒歩約5分 ○ ○

バングラデシュの家
庭料理    GHORER
SHAD

・チキンカレー　498円（税抜）
・キーマカレー　498円（税抜）
・バターチキン　498円（税抜）
・マトンカレー　598円（税抜）
・ビーフカレー　698円（税抜）
他にも多数あり

定休日無し
11:00～23:30
L.O24:00

03-6801-7687
平井2-25-15 鈴木ビ
ル 1F

平井駅から341m ○ ○

やおやすいーつ プチ
ファーム

グリーンスムージー：1杯216円
小松菜金時豆ブレッド：1個162円
小松菜台湾カステラ：1個324円
他にも多数あり

日曜日・祝日 午前10時から午後7時まで 03-3682-0022 平井3-22-20 JR総武線平井駅南口から徒歩3分 ○

満留賀

・天ぷらそば　1,500円
・鍋焼きうどん　1,400円
・鴨南ばん　1,400円
・天ざる　1,650円
・重ね天そば　1,650円
・特上うな重　3,350円
・天丼　1,650円
他にも多数あり

木曜日 11：00～20:30 03-3681-7830 平井3-23-23 平井駅から238m

【出前範囲】
平井7丁目より京葉道路まで。但し、平井7丁目と小松川
は3,500円より、平井6丁目は3,000円より、平井5丁目
は2,000円より、平井1～4丁目は1,500円より出前いた
します。

○ ○

鳥喜 各種焼き鳥多数あります。 http://www.yakitori-toriki.co.jp/ 水曜日 10:00～19:30 03-3685-5031 平井3-24-16 総武線平井駅南口より徒歩1分

宮崎県産の鶏を中心に、国産の鶏肉にこだわりお客様へ
は本当に美味しく、安全な焼き鳥を提供しております。
 銀座、上野の大手デパートに出店していたころから多く
のお客様にご愛顧を頂き、今では遠方より足を運んで下
さるお客様も多くいらっしゃいます。

○

もつ焼き・海鮮居酒
屋 松ちゃん

テイクアウトメニュー
・ホルモン弁当　780円
・レバニラ弁当　780円
・豚キムチ弁当　780円
・豚生姜焼弁当　780円
・なす味噌炒め弁当　780円
他にも多数あり

http://macchan3.com/ 月曜・第三火曜 17：00～24：00 03-3638-1682 平井3-26-4 平井駅南口より徒歩5分
市場直送の刺身や水炊きなど、丹精込めた料理で皆様の
ご来店を心よりお待ちしております。

○

http://blog.livedoor.jp/watanabegohan/
http://www.yakitori-toriki.co.jp/
http://macchan3.com/
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有限会社 とん一

 ■各種御弁当（とんかつ・お刺身・煮物・白飯・香の物）
 ・とん一弁当・・・￥１,７６０（税込）

 ・とん一上弁当・・・￥２,７５０（税込）
 ・とん一懐石弁当・・・￥４,１８０（税込）

 （※こちらは配達対応しております）
 ■《お持ち帰りとんかつ弁当》テイクアウト専用

 ・ロースカツ弁当
 ・ヒレひとくちカツ弁当

 ・ミックスフライ弁当（エビフライ&ヒレひとくちカツ）
 各　￥１,０００円（税込）

（※事前のお電話予約を頂けるとお待たせせずにお渡し出来ま
 す）

 当店自慢の逸品をご家庭やオフィスで是非ご利用下さい。
 ◆尚、オードブル等もご予算に応じお作り致します。

◆当店のお重箱の他、折箱やパック容器も各種ご用意しておりま
すので、ご用途に合わせてご注文下さい。

http://tonichi.exblog.jp/ ■水曜日

■〈午前の部〉１１：００
 ～１４：００

■〈午後の部〉１６：００
～２１：００

03-3685-0860 平井３丁目２６-５

■JR総武線　平井駅南口より徒
 歩3分

※専用駐車場はございませんの
で、近隣のコインパーキングを御
利用下さい。

 とんかつを主とした割烹料理店。
 厳選食材を活かした揚げ物や各種御定食、

御弁当または懐石コース料理の御提供と仕出し。
○ ○

大番鮨 平井南口店

・ほほえみ（上にぎり4人前）　3,300円（税抜）
・まごころ（上にぎり4人前）　3,800円（税抜）
・しあわせ（特上にぎり4人前）　4,300円（税抜）
・はくば（特上にぎり2.5人前）　3,100円（税抜）
・小江戸（特上にぎり1.8人前）　1,800円（税抜）
・きく（上にぎり1人前）　750円（税抜）
他にも多数あり

https://www.ooban-sushi.com/ 水曜日

10:00～20:00（ラスト
オーダー19:00 / 14:00頃
～準備中になることがあり
ます）

03-3636-5220 平井4-5-2
JR総武線平井駅から徒歩７～８
分

［大番鮨のこだわり］
・天然まぐろが美味しい
・お米が美味しい
・熟成赤酢が美味しい
・海苔が美味しい
・わき役達がおいしい

○

なか川

・たい焼　130円
・ソフトクリーム　220円
・アイス最中　140円
・きなこソフト　240円　　等

03-3612-2240
平井5丁目14-7 中川
ビル１Ｆ

平井駅から112m ○

鳥専家 九州博多 う
まかもん

お持ち帰り弁当メニュー
・博多からあげ弁当　3個入り　500円（税込）
　　　　　　　　　　4個入り　600円（税込）
　　　　　　　　　　5個入り　700円（税込）
　　　　　　　　　　6個入り　800円（税込）
・うま辛弁当　750円（税込）
・手羽トロ唐揚げ弁当　750円（税込）
他にも多数あり

月曜日・第二火曜
日

(火〜金)
11:00~15:00
17:00~22:00(LO21:30)
(土、日、祝)
11:00~22:00(LO21:30)

03-6657-1110
平井5-22-1 黒川ビ
ル 1F

平井駅北口から徒歩2分 ○

tre Bottiglie

・さっぱりピリ辛タコライス　700円（税抜）
・パスタセット　1,000円（税抜）
・ピザセット　1,000円（税抜）
電話注文承ります。

水曜日（たまに不
定休あり)

ランチ　　11:30～
15:00(14:00)
ディナー　18:00～
20:00(Lo19:00)

03-5247-3122 平井5-27-6 平井駅から182m ○

小林米店
各種おにぎり、おにぎり弁当
※それぞれなくなり次第終了

水曜日
平日7:30～19:00
土8:00～19:00
日・祝8:00～18:00

03-3612-1883 平井5-25-7 平井駅から徒歩約3分 ○

焼肉ホルモンひらい
 上カルビ弁当

家庭用焼肉等
年末年始 12:00~19:00 03-3617-5625

平井5丁目22番2号
松下ビル1階

平井駅北口より徒歩3分 焼肉屋 ○

魚大将うまかっぺや
揚げ物、煮物、焼き物、炒め物、様々のジャンルに対応いたしま

 す。
店内のメニュー全て持ち帰れます。

https://umakappeya-hirai.com 主に定休日なし 17:00～24:00 03-5626-0228
平井3-30-2ビューネ
タワー109

 平井駅南口から徒歩30秒
 大きいマンションの下です。

コージコーナの隣です。
居酒屋 ○

http://tonichi.exblog.jp/
https://www.ooban-sushi.com/
https://umakappeya-hirai.com

