※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。

店

名

出前・持ち帰りメニュー

そば処

砂場

Webサイト

定休日

営業時間

https://www.amikou.co.jp/

有限会社あみ幸
・たぬきそば(うどん）弁当
・もりそばセット
・おにぎりセットなどセットメニューが豊富にあります。

木曜日

岩本珈琲

お飲み物からパンメニューまで全メニューお持ち帰りになれます https://www.iwacafe‑art.com

びっくりドンキー中
葛西店

お家でびっくりドンキーを楽しもう！
◎レギュラーハンバーグ 150ｇ ￥608＋税
（200ｇ ￥758+税/300ｇ ￥1,008+税）
◎ライス ￥178＋税
（大盛 +￥90+税/小盛 ￥50+税引き）
◎味噌汁 ￥128+税
https://www.bikkuri‑donkey.com/shop/tokyo/1981/
◎シングルエステート珈琲（HOT） ￥280+税
◎カフェオンザロック（ICE)
￥280+税
びっくりドンキーオリジナルのマヨネーズ・ドレッシング・
カレーやBOCCAのプリンも販売しています。
【期間限定でお持ち帰り対象メニューが増えています!!】
詳しくはＨＰでご確認いただくか店舗にお電話ください。
https://www.bikkuri‑donkey.com/topics2020/takeout/

http://syokunin.jp/tsukasazushi

司寿司

２０２１年３月３日更新
■は新規追加分

出前＆テイクアウト対応店舗リスト（葛西地区）

木曜定休

定休日は月曜日で
す・・月末と祝祭
日は営業いたしま
す。
年末年始休まず営
業いたします。

11：00〜14：30
17：00〜20：00

10:00〜17:00

電話番号

所在地

アクセス

03‑3680‑5755

江戸川5‑31‑6

天丼と天ぷらのテイクアウト

03‑3680‑5561

江戸川6‑20‑2

不定休になる場合があります。
お電話でご確認ください。

03‑6875‑2800

北葛西4‑1‑49

東京メトロ東西線西葛西駅から徒
歩10分
イオン葛西店正面の葛西橋通りを 自家焙煎コーヒーと手作り無添加コッペパンが自慢のカ
挟んで向かいにあります
フェ
都バス「宇喜田」停留所から徒歩
2分

営業時間10:00〜24:00
（オーダーストップ
23:30）

03‑5605‑4315

中葛西4‑4‑6

営業時間は17時〜24時迄
です。その他の時間はお客
様の都合でご予約に応じま
すので宜しくお願いいたし
ます。
店内禁煙です、よろしくお
願いします。

03‑3688‑2156

中葛西３−３０−１１

すし・ふぐ料理・活魚・日本料理
東西線 葛西駅より徒歩3分くらい
店内禁煙のすし店
です。
10月の日本酒会のお知らせ

幸家 義太郎

店内メニューほぼお持ち帰りできます
※メニューはほぼ毎日変わるため、店頭でのご注文が好ましいで
す
http://sachiya‑yoshitaro.tokyo/
※HPにて、メニューの一部を掲載しております
※店内混雑時、お時間をいただいたり
場合によってはお受けできないことがありますので、
事前のご注文をお願いいたします

バズグリル

水曜日以外18時〜21時
お電話にてご注文下さい。tel0336878255
各1,000円（税込）
●バズグリルハンバーグ (ソーセージ付)
●チーズハンバーグ
●長ネギのせハンバーグ
※ソースは別容器になりました
※ライス、ジャガイモ等付きません

水曜日
(ランチは火、
木、土のみ営業)

ランチ
11:30〜
14:00
ディナー
18:00〜
22:00(L.O.21:00)

03‑3687‑8255

中葛西4‑1‑24‑2F

日曜

１８：００〜２２：３０

03‑6383‑3604

最寄駅：東京メトロ東西線
中葛西５−２０−１０ 駅
コーポカワイ１Ｆ
3分

年中無休

12〜17時 テイクアウト
のみ営業
03‑3877‑3135
17〜20時(L.O.19時);通常
営業

中葛西3‑34‑4

月曜日

18時〜24時

中葛西5‑18‑14 イナ
葛西駅より徒歩6分
ガキビル1F

ビストロ アー
シュ・エム

びっくりドンキー中葛西店
びっくりドンキー南行徳店
びっくりドンキー鎌ヶ谷店店
ブックオフ中葛西店
ブックオフ瑞江駅北口店
ブックオフ浦安駅北店
ブックオフ江東門前仲町店
ブックオフ亀戸駅東口店
プロント東陽町店
不動産賃貸業

葛西中央通り沿い
ﾔﾏﾀﾞ電機ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞNew葛西店様よ
り徒歩1分
ブックオフ中葛西店隣
区立葛西第六小学校様向かい
西葛西駅より徒歩10分
中葛西駅より徒歩11分

【店内飲食】
火曜〜日曜 17:00〜
23:00
※11/28〜12/17は
17:00〜22:00に営業時間
を変更いたします。
毎週月曜日
【お持ち帰り】
（上記以外のお休
火曜〜日曜 営業時間内の 03‑5878‑0240
みはHPにてお知
お渡しのみ
らせいたします）
※店内混雑時、お時間をい
ただいたり、
場合によっては、お受けで
きないことがあります
受け取り希望2時間前までの
ご予約がオススメです

◆地鶏の赤ワイン煮 ￥1100
若鶏のモモ肉と香味野菜たっぷりの赤ワイン煮
◆豚肉と野菜のトロトロ煮 ￥1300
豚肉と新鮮な香味野菜を蒸し煮にしたフランスの家庭料理
◆冷製ラタトゥイユ
ホ?ーチト?エック?添え ￥600
パプリカやナス、ズッキーニなどのトマト煮 ポーチドエッグを
割って、なんにでもあうオードブル
◆シ?ャーサラタ? ￥690
8種類以上ものフレッシュな料理を美味しく重ねて見た目も楽し
いオシャレサラダ 特性ドレッシング入り
http://bistrohm.wix.com/bistro‑hm
◆カホ?チャの冷製スーフ? ￥500
ホクホクの国産カボチャの冷製クリームスープ
◆水茄子と
フルーツトマトのサラダ￥600
◆フレンチラサ?ニア ￥980
◆小ヤリイカのエヒ?詰め ￥1100
価格は税込価格です。
仕入状況によりメニューが変更になる場合もあります。
こ?注文は11：30〜15:00時くらいの間にお電話にて承りま
す。

店舗紹介

中葛西3‑34‑6
ル１F

森ビ 東京メトロ東西線『葛西』駅より
和食居酒屋
徒歩３分

出前

テイク
アウト
○

○

○

○

○

○

○

○

○

ハンバーグ、酒類の提供

○

フレンチレストラン

○

焼肉屋

○

ハンバーガー屋

○

葛西
徒歩

TEL03‑6383‑3604

葛西ホルモン市場

ほぼ全てのメニューがテイクアウト可能です。
詳しくは店舗までお電話ください。

E.star

・イースターバーガー（\350）
・生ハムクリームチーズバーガー（\400）
・サーモンアボカドバーガー（\400）
・タルタルシュリンプバーガー（\400）
・ローストビーフバーガー（\500）
［別途消費税がかかります。］

https://www.e‑star2020.com/

050‑3184‑2777

葛西駅から徒歩3分

※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。

店

名

出前・持ち帰りメニュー

Webサイト

バターカレー（株式
会社ＲＡＪ）

出前は950円〜
持ち帰りは500円〜
両方セット価格です（カレーとナンorライス）

インド家庭料理 ジェ
イマータ（J‑カレー
弁当）

出前に関しましては、宅配代行サービス「Uber Eats（ウーバー
イーツ）」にてご確認ください。
【葛西店】https://www.ubereats.com/jp/tokyo/food‑
delivery/j%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AC%E3
%83%BC%E5%BC%81%E5%BD%93‑
j%E3%83%BCcurry‑bento/9‑‑qoXpnSFOirUgBJm‑‑TA
【小松川店】https://www.ubereats.com/jp/tokyo/food‑
https://www.hotpepper.jp/strJ001080280/
delivery/j%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AC%E3
%83%BC%E5%BC%81%E5%BD%93‑
j%E3%83%BCcurry‑bento/pmkMkssuSwu8T75EkY‑
hRQ
JaiMatha offers a nice takeout menu.
Please enjoy full‑fledged Indian curry which you can
taste from 480 yen!

LUMBERHOUSE

☆おつまみ☆
特製タコス 490
HOTドッグ 390
ガーリックシュリンプ 780
アンチョビポテト 390
自家製チャーシュー 490
ローストポーク 690
おつまみトンテキ 690
家飲みデリセット 980
etc
☆ご飯☆※ミニサラダ付き
ガーリックチキン丼
タコライス
オムライス
豚トロ丼
チャーシュー丼
ローストポーク丼
トンテキ丼
ALL780

株式会社 Tetsu坊

(有)中華レストラン
みつはし

ダイニング呑具里

インド料理＆タイバー

キッチンキクチ

BEYOND

宅配御膳

釜寅

まいもん

http://butter‑curry.com

定休日

出前・・・中華 中華料理・類類・飯類・点心類・スープ類・漬
物
洋食 ステーキ・グリル・パスタ・フライ・サラダ類
例ーエビチリ・酢豚・チンジャオロース・餃子・焼売・広東麺・
担々麺・海鮮タンメン・スーラ—タンメン・中華丼・チャーハン
類・
マーボ丼・五目ヤキソバ・豚肉細切りヤキソバ・ハンバーグス
テーキ・・ポークジンジャー・ビーフステーキ・エビフライ・イ
カフライ・スパゲティーナポリタン・ミートソース・豆腐サラ
ダ・ポークカツ・・ハンバーグ＆カニクリームコロッケ、その他
いろいろございます。※テイクアウトはスープ系は持ち帰れませ
ん。

営業時間

電話番号

所在地

アクセス

店舗紹介

○

○

03‑3877‑1007

中葛西7丁目23‑4

葛西の隠れ家的存在の本格インド料理店として知られ、
また、小松川にも新たな店舗を構えております。
葛西店：江戸川区中葛西7‑23‑4
安くて美味しい本場のシェフが振るう料理は、地元の方
小松川店：江戸川区東小松川1‑
はもちろん、遠方の方からもご好評です。
12‑19
テイクアウト等も対応しておりますので、ぜひ積極的に
ご利用ください。

○

○

18:00〜4:00
18:00〜0:00
18:00〜4:00

03‑5605‑0604

中葛西3‑18‑22第二 東京メトロ東西線葛西より徒歩3
和田ビル1F
分

軽いおつまみからしっかりしたご飯まで食べれるレスト
ランバー。
お酒もビール、ウィスキー、ワイン、カクテル等多数取
り揃えております。

○

毎週月曜日定休
日。ただし月曜日
が祝日の時は営業
し、翌日火曜日が
お休み。

ランチ11:30から
14:00(ラストオーダー
14:00)
ディナー17:30から
23:00(ラストオーダー
22:30)

03‑3804‑9261

中葛西5‑41‑3エクセ
葛西駅より徒歩2分
ル葛西1階

広島お好み焼、創作鉄板料理をメインとし、お酒の取り
扱い種類も豊富な飲食店です。

○

毎週水曜日

今現在は新型コロナウイル
スの為、店内食事はPM８：
００迄
デリバリーとテイクアウト
03‑3687‑0384
はPM９：００迄となりま
す。
出前専用電話番号０３−３
６８０−２００２

中葛西１−２４−１

中華料理と洋食の店

○

○

無添加スイーツ及びデリ販売＆カフェ

○

○

月〜土
日、祝
祝前日

03‑3680‑7622

03‑5878‑1176

都営バス葛西中学校前下車

中葛西1‑31‑51ﾄﾞｴﾙ
ｶｻｲ1‑101

焼きそば＆お好み焼き、パスタ、おかず多数、お弁当もご用意で
https://akr3799285875.owst.jp/
きます。

元日

18：00〜5：00
只今、都の意向のため11： 03‑3804‑2565
30〜20：00となります。

葛西駅出まして環七通りを右に曲
中葛西5‑41‑15 シャ
がり2個めの信号を渡り右側のビ 飲食業
トーモーリス2F
ル2階です。

【インド料理】 カレーAセット 850円
日替わりカレー チキンカレー キーマカレー 野菜カレー
サグチキン マトンカレー バターチキン シーフードカレー
【タイ料理】ガパオ＆カレーセット 850円 2種タイカレー
セット 900円 トムヤムラーメン 800円
【ネパール料理】ネパールダルバートセット 950円
【トルコ料理】 ケバブサンド500円 ケバブライス600円

無休

昼
夜

03‑6808‑1145

中葛西5‑19‑4

葛西駅

徒歩１分

03‑6663‑9500

中葛西5‑19‑17

葛西駅

徒歩１分

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
他にも多数あり
・日替わり弁当 550円
・日替わり弁当デラックス
・唐揚げ弁当 600円
・鮭弁当 800円
・カツカレー 700円
・親子丼 550円
他にも多数あり

https://docs.google.com/forms/d/1bGWgaymK7LavEvwVCEw6
j3monfWVu6rEdaKEMQFDsQM/viewform?edit̲requested=true

https://www.kamatora.jp/

テイク
アウト

東京メトロ東西線葛西駅から徒歩
インドカレー店
4分
人気はバターチキンカレーとチーズナンです。
環七通り沿い

毎日 11:00〜23:00

https://www.edogawa‑hibari.com/

メニューはホームページでご確認ください。

出前

中葛西3‑29‑12

年中無休

https://r.gnavi.co.jp/4rsupzd30000/?sc̲cid=amp̲t̲scl̲sbtn̲m 無し
不定休
l

広島お好み焼肉玉そば、関西お好み焼豚玉、牛すじ炒飯などその
https://tetsubou.owst.jp/
他にも多数取り扱っております。

パティスリーカフェ
ひばり

２０２１年３月３日更新
■は新規追加分

出前＆テイクアウト対応店舗リスト（葛西地区）

11:00〜17：00
17：00〜24：00

電話にてお問い合わせください

年中無休
11：00〜14：00
（年末年始除く） 16：00〜21：00

ランチメニューは全セットにサラダ・スープ・ソフトド
リンク付きで、ナン・ライスはお替り自由です。お支払
いはクレジットカードも使用できます。

○

○

○

○

0570‑095‑044

中葛西2‑27‑11

受付時間：10：00〜21：00
出前注文は税込1500円以上から受付

○

○

03‑6663‑9720

中葛西4‑7‑1

店長こだわりの素材を使って、お惣菜やお弁当を作って
ます。

○

○

650円
日曜、祝日

10:00〜19:00(月〜金
曜）
10:00〜18:00(土曜）

※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。

店

名

出前・持ち帰りメニュー

旬味屋サンタ

通常お持ち帰りメニュー
【だしソムリエか選ぶ枕崎本枯節を使った】
480円
どんこしいたけカレー 単品500円
お弁当780円
本日の焼き魚→要お問い合わせ
国産牛のハンバーグ弁当 1130円
飲兵衛弁当 1600円(要予約) など…
■店内のおつまみもお持ち帰り出来ます。
焼き魚、天ぷらはご予約ください。

桜寿司

上にぎり1000円（税抜き）より
その他、お好みに応じます。

２０２１年３月３日更新
■は新規追加分

出前＆テイクアウト対応店舗リスト（葛西地区）
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

https://sake‑shunmiya‑santa.jimdofree.com/

不定休

東京都の自粛要請につき16
〜20時迄の営業とさせて頂
03‑3688‑3166
いております。お持ち帰り
も承っております。

10：00〜翌8：00ラスト
オーダー7：30
ランチタイム11：00〜
03‑3688‑5757
14：00（月〜土）日・祝
日除く
毎週月曜日、年末 17:00〜24:00（ラスト
03‑3686‑3013
年始
オーダー23:00）

☆テイクアウト☆
ラーメン屋が本気で作ったマーボー丼
１０００円
みんな大好き『とりマヨ丼』、『ユーリンチー丼』 ８５０円
ラーメン屋が本気で作った麻婆豆腐 ９００円
チーズたっぷり『ふわとろオムレツ』 ９００円
門外不出のマヨダレを使った『えびマヨ』 ９００円
みんな大好き『とりマヨ』、『ユーリンチー』 ９００円
ラーメン屋が本気で作った『カレーチャーハン』 ９００円

江戸川区葛西で季節のお料理やお酒に合うお料理をご提
東京メトロ東西線葛西駅より徒歩
案しております。きき酒師兼だしソムリエこと【二代
8分
目】がお届け致します。

中葛西

寿司店

○

○

東葛西６−１５ー２

居酒屋

○

○

○

○

寿司・刺身・一品料理(天ぷら・焼魚・サラダ他)
酒・焼酎・ソフトドリンク
ランチ営業あり
出前・テイクアウトあり

○

○

焼肉飲食店

○

○

葛西駅 なぎさニュータウン行／
臨海公園行
「レクリエーション公園前」バス
停 徒歩10分

創業35年！蕎麦に揚げたて天ぷらがつく「天セーロ」
や、丹精込めて作る「カレーライス」などが大人気！
ランチ限定で蕎麦とご飯もののセットもご用意してま
す。ほっとする味をお家で是非！

○

○

西葛西駅北口から徒歩4分

日本蕎麦屋。天ぷら・丼もの有。UberEatsやテイクアウ
トも対応可能。

○

○

鉄板焼き・お好み焼き・居酒屋・テイクアウト・仕出し
弁当

○

○

北海道が本店の焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん！
新鮮な国産鶏をジューシー焼き上げる焼鳥や、日本唐揚
協会からあげグランプリ?で２年連続金賞受賞した塩ザン
ギなど北海道名物の料理も並ぶお子様から大人まで楽し
める焼鳥居酒屋！

○

○

○

○

葛西駅

東京メトロ東西線葛西駅、徒歩
10分
東葛西5丁目33番8号 葛西駅のある環七から北へ行き、
ラーメン店。
ラ・エスキーナ1F
葛西橋通りを右折(浦安方面)、信
号５個目の右側(ガリバーさんの
向かい)です。

鮨・大山

ランチ
11時30分
ランチ
水曜日
~13時30分
木曜日 日曜日
ディナー
17時00~26 03‑3686‑0830
祭日
時00 (ラストオーダー 25
毎週水曜日
時30分)

東葛西6ー2ー11 1F 葛西駅

焼肉ホルモン牛龍南
葛西店

無し

南葛西4‑2‑12

Ori‑Ori 西葛西
京都・きん家

●出前メニュー
そば、うどん、ご飯ものなど合計63品をご用意しております。
温かいもの、冷たいものの選択もできます。
詳しいメニューにつきましては画像1の「出前メニュー」をご参
照ください。
●テイクアウトメニュー
ご飯ものなど合計13品をご用意しております。
詳しいメニューにつきましては画像2の「テイクアウトメ
ニュー」をご参照ください。
かけそば・たぬきそば・舞茸天そば・天ぷらそば・カツ丼・親子
丼・焼き鳥丼など
出前はお弁当のみ。
http://kyotokinya.jp/
※最低受注金額あり
テイクアウトはすべてのメニューが対応しております。

北海道焼鳥 いただき
コッコちゃん西葛西
店

〇焼鳥１本９０円〜
〇金賞受賞！名物！鶏の唐揚げ ５個490円〜
〇２年連続金賞受賞！コッコちゃんの塩ザンギ 5個490円〜
〇焼鳥串盛り合わせ（６本）780円
〇おつまみ３品セット 500円〜
〇下川町あべ養鶏場 えっぐぷりん 350円
※価格は税抜表記です。

NK diner 193

黒毛和牛のステーキ丼 1,200円（税込）
黒毛和牛のローストビーフ丼 1,200円（税込）
スペアリブ弁当 1,100円（税込）
国産牛100％ハンバーグ弁当 1,000円（税込）
国産鶏のチキンステーキ弁当 1,000円（税込）
黒毛和牛のサーロインステーキ弁当 2,700円（税込）
黒毛和牛のランプステーキ弁当 1,700円（税込）
ピザ各種 850円（税込）
その他全17種類を用意

エル・アミーゴ西葛
西店

https://www.eastone.co.jp/cocco/

https://g.co/kgs/EdqjeR

03‑3686‑4820

徒歩2分

水曜日
第1木曜、第3日
曜

昼 11:30〜14:30（ラス
トオーダー／14:20）
03‑3877‑3883
晩 17:00〜20:00（ラス
トオーダー／19:55）

南葛西4‑17‑14

土日祝祭日

11:30〜15:00（ラスト
オーダー14:30)

03‑5679‑7030

西葛西５−４−７
なホテル内１F

03‑5667‑1953

西葛西6‑13‑14丸清
西葛西駅より徒歩1分
ビル１F

年末年始

変

無休

17：00〜24：00 ※
土・日・祝日は16：00〜
24：00

03‑5674‑7677

西葛西6丁目7‑1 メト
東京メトロ
ロセンター西葛西A棟
歩２分
1‑2

月、火

11:00〜19:00

03‑6663‑8455

西葛西1‑15‑12 ルシ
西葛西駅北口より徒歩8分
エール西葛西101

ダイニングバー、バー

03‑3675‑2340

西葛西6‑14‑1メトロ
センター１番街

こだわりの上ヒレステーキをメインに・ハンバーグ・
チョリソ・タコスなどをご提供しているステーキとメキ
シコ料理のレストランです。

ランチタイム
11:30〜14:00
ディナータイム
17:00〜23:00
毎週火曜日
コロナウイルスによる
祝日やGWなどは
営業時間短縮期間中は
変更あり。
ランチタイム
Webサイトで確
11:30〜14:30（LO
認してください。
14:00)
ディナータイム
15:30〜20:00（LO
19:30)

○

中葛西3丁目35番12
葛西駅から徒歩3分
号

月曜日(祝日の場 18:00〜2:00(日曜日のみ
合は営業、翌日定 〜1:00)
03‑3877‑2255
休)
ランチ営業11:30〜14:30

そば処 増美家

テイク
アウト

おかかご飯

ねぶた茶屋

二代目TATSU〜龍
〜

出前

東西線

西葛西駅徒

○

※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。

店

名

出前・持ち帰りメニュー

Webサイト

定休日

和師

和師名物！海鮮丼 \880
自家製ローストビーフ丼（おろしポン酢仕立て） \980
自家製ローストビーフ丼（焼肉屋さんユッケ仕立て） \980
マグロ山かけ鉄火丼 \880
海鮮ユッケ丼〜温玉添え〜 \880
ねぎとろ温玉丼 \780
海鮮天丼 \880
サバ一夜干し弁当 \780
縞ホッケ開き弁当 \780
まるごと海老フライ弁当 \880
若鳥の唐揚げ弁当 \780
宮崎名物！チキン南蛮弁当 \780
国産豚の生姜焼き弁当 \780
タルタルたっぷりカキフライ弁当 \880
※単品おかずも多数あり

株式会社 MUNAL

カレーセット 620円コース ＆ 680円コース
タリセット 830円コース ＆ 900円コース
他、ドリンク以外は持ち帰り可
「野菜、豆、チキン、キーマ、チャナマサラ」以外のカレーとナ
ンやライスとの組み合わせも可能
（価格は全て税込み）

【FOUR
SEASONS
CAFE】フォーシー
ズンズカフェ

【ケーキ・スイーツ】
◆ケーキなどのスイーツ
◆季節の旬の果物を請託に使用したホールケーキ各種
【フルーツサンドイッチ】
◆パインナップル 290円（プラス税）
◆キウイ 470円（プラス税）
◆国産苺（１2月〜5月） 430円（プラス税）
季節により変わります
【サンドイッチ】
◆ローストチキン 490円（プラス税）
◆バジルタマゴ 430円（プラス税）
◆クロックムッシュ 590円（プラス税）
【スパゲティ】
◆マンゴーと豚ひき肉 ･･･ 620円（プラス税）
◆マスクメロンと生ハムのペペロンチーノ ･･･ 680円（プラス
税）

JMD株式会社

カレー、ナン、ビニヤニ、スナック
ドリンク 400円〜1000円で提供

不定休

炭火焼肉 大将

以下一例です
その他 焼き鳥、焼肉、一品料理お持ち帰り可能です
カルビ弁当 1720円 (税込)
ハラミ弁当 1720円 (税込)
ロース弁当 1510円 (税込)
上タン塩弁当 2530円(税込)
上カルビ弁当 2740円(税込)
上ロース弁当 2740円(税込)
上ハラミ弁当 2740円(税込)
ビビンバ 840円 (税込)
キムチ 570円 (税込)
カクテキ 570円 (税込)
オイキムチ 570円 (税込)
豚足 700円 (税込)
カルビスープ 810円 (税込)
わかめスープ 510円 (税込)

大阪王将 西葛西北口
店

元祖焼餃子(1人前6個) 241円（+税）+箱代20円
ふわとろ天津飯 454円（+税）
中華丼 584円（+税）
もちもち太麺の炒め焼きそば 584円（+税）
牛レバニラ炒め 547円（+税）
ごはん(中) 195円（+税）

ラーメンの王様

ラーメン
ご飯類
炒め物
餃子
等のグランドメニュー

２０２１年３月３日更新
■は新規追加分

出前＆テイクアウト対応店舗リスト（葛西地区）

https://754nk.work/

月曜日

無

http://www.fourseasons‑cafe.com/

https://yakiniku‑taishou.owst.jp/

https://www.osaka‑
ohsho.com/store/detail.php?area=tokyo&id=nishi̲kasai

営業時間

電話番号

テイクアウト期間
火〜日・祝前日・祝日 11
時〜20時までの受け渡し
03‑6808‑5415
※20時以降の場合はご連絡
をいただければ受け渡し可
能です

普段 月〜日 11:00‑
15:00 17:00‑22:30
現在 月〜日 11:00‑
14:30 17:00‑20:00

11：00〜21：00
水曜日（祝祭日の
ランチ11：00〜17：00
場合、翌日）
ラストオーダー20：30

03‑3686‑4590

所在地

西葛西6‑8‑4 ニュー
スカイビル2F

西葛西3‑6‑14

アクセス

地下鉄東西線
徒歩3分
地下鉄東西線
徒歩19分

西葛西駅

店舗紹介

出前

テイク
アウト

南口
飲食店

○

インド・ネパール料理店
・インドネパールカレー
・インドネパールおつまみ
・チャウミン
・ビリヤニ
・ガパオライス
・スペシャルカレー
（例えばパニールドピアザなどはヘルシーで女性に人気
です）

○

【お店について】
店名の由来・・・フルーツで四季が味わえるカフェ
四季によって旬の美味しさをお届けしたいという理由か
ら【FOUR SEASONS CAFE】と命名しました。
長年タカノフルーツパーラーの店長を経て果物の美味し
さと、カナダで育って食べたアメリカンタイプのワッフ
西葛西駅南口 ルの美味しさを知り、ひとつの思いが湧いてきました。
お友達でお得なランチメニューを、ご家族や楽しい
仲間でお酒を飲める方も飲めない方も楽しめる様々な
ディナーメニューを提供したい！！
そんな思いから、お店を開店しました。
【FOUR SEASONS CAFE】なら美味しいものを気
軽に食べれる。そんな地域に愛して頂けるお店にしたい
と思っています。

○

葛西駅

西出口

東西線西葛西駅より徒歩5分

西葛西６−５−１２

東京メトロ東西線
徒歩２〜３分

11:00 ‑ 15:00（ランチ）
17:00 ‑ 20:00（ディ
080‑3312‑6677
ナー）

西葛西6‑12‑9 国吉
ビル2F デリーダバ

東西線西葛西駅南口より徒歩2分

インド料理店
北インド地方の料理を提供している

毎週月曜日
祝日の場合は休ま
ない場合がござい
ます。
詳しくはお電話く
ださい。

通常営業:
11:00〜04:00
緊急事態宣言時:
11:00〜20:00 (L.O ドリ
ンク料理共に)

03‑3688‑8066

西葛西3‑14‑1

東京メトロ東西線 西葛西駅 北口
より徒歩3分

炭火焼肉、焼き鳥

○

12/31〜1/1

☆「緊急事態宣言」発令に
伴う、
臨時営業時間のお知らせで
す
[平日]11:00〜20:00
[日祝]10:00〜20:00
※酒類提供は〜19:00迄
■お持帰りは〜20:30迄受
付
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
下記は通常営業時間です
11:00〜23:00 （ＬＯ
22：30）

03‑3804‑0040

西葛西5‑2‑1

東京メトロ東西線西葛西駅北口
徒歩2分
マクドナルドさん先80m右側
西葛西駅から165m

餃子のおいしい中華食堂

○

月曜日
＊月曜日が祝日は
営業 翌火曜日が
お休みになりま
す。

通常営業
11：00〜26：00
緊急事態宣言 営業時間
6：00〜20：00

03‑3687‑6402

西葛西1‑11‑24

東西線
バス停

飲食店 町中華 ラーメン屋
テイクアウト 出前

03‑3689‑1173

西葛西駅より徒歩15分
葛西橋東詰 すぐ

○

○

○

○

※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。

店

名

出前・持ち帰りメニュー

Webサイト
https://www4.hp‑ez.com/hp/kikainisi

食事処 喜界

２０２１年３月３日更新
■は新規追加分

出前＆テイクアウト対応店舗リスト（葛西地区）
定休日

営業時間

電話番号

所在地

アクセス

日曜日・祝日・第 11時15分〜14時
3土曜日
17時〜21時30分

03‑5605‑4331

電車 西葛西駅
西葛西3‑9‑24 ベル
葛西店 傍
フェイス西葛西2階
バス 宇喜多

イオン葛西店に準
９時〜２１時
じる

03‑3675‑6355

西葛西３−９−１９
イオン葛西店１階

03‑6240‑5512

西葛西5‑10‑22

(北口)

店舗紹介

出前

テイク
アウト

イオン
魚料理を主にした飲食店です

○

たこ焼の調理・販売。お持ち帰りもできます。

○

豊洲市場から新鮮な鮮魚を仕入れ、寿司はもちろんサラ
ダや一品料理、酒の肴など取りそろえています。

○

たこ焼 まるぜん

たこ焼
４個入
６個入
８個入
１２個入
焼きそば

すし処 和

亜にぎり 1300円
穂にぎり 1800円
海にぎり 2300円
和にぎり 3000円
ふきよせちらし 2800円
焼き物、サラダ等

月曜日

喫茶・セミラウンジ
芭華栖

・のり弁当
400円
・唐揚げ弁当
550円
・日替わり弁当
600円
・ハンバーグ弁当 650円
・のりMIX弁当
700円
・幕ノ内弁当
800円他

基本定休日なし、
ランチ10時から14時
夜のみ日曜、祝日
夜21時から1時
休み

03‑3877‑7179

西葛西6‑9‑10 bビッ
東京メトロ東西線『西葛西駅』か
クウエストビル西葛西
昼間・喫茶店ランチ、お弁当販売営業、夜はスナック
ら徒歩5分
1F

○

○

扇寿司

松にぎり（上寿司）2,000円（税別）や、おまかせにぎり
3,600円（税別）など各種。
寿司メニューの詳細は当店H.Pでご覧ください。
https://www.ougizushi.jp/sushi‑menu/

店内営業 17：00〜翌1：
00（現在は新型コロナウイ
毎週水曜日（祝祭
ルス対策で20：00までに
日の場合は営業
時短営業中）
03‑3680‑0919
し、原則翌日に振
出前配達 昼、11：30〜
替え）、及び元日
14：00 夜、17：00〜
22：00

都営新宿線船堀駅から都バス（新
21西葛西駅行き）または東京メ
トロ東西線西葛西駅から都バス
寿司店：一般的なタチの寿司屋。すしや料理・飲み物
西葛西１丁目６１０
（新21新小岩駅行き）でそれぞ （酒類を含む）の店内提供や出前配達を行う。
れ約10分、バス停「小島」下車
すぐ

○

○

○

○

２７０円(税込）
４０５円(税込)
５４０円(税込)
８１０円(税込)
５６０円(税込)

http://www.ougizushi.jp

中華料理 福満楼
鳥誠
船堀マツヤサロン

・焼き物各種（焼き鳥、野菜など）
・そぼろご飯
1,200円
・焼鳥丼
1,200円
・華やか弁当 3,240円
※5月までの限定メニュー。詳細は店舗紹介に記載。

のほほん

のり巻き：700円
ビビンバ：700円
牛すじ：780円
ハーフ参鶏湯：1,000円
焼肉ビビンバ：1,000円
全て税込です。

インド料理ビニタ

カレー
ナン
サラダ
タンドリーグリル
スープ
ビリヤニ
ラッシー

インドレストラン＆
バー クリスナパレス

カレー
ナン
サラダ
タンドリーグリル
スープ
ビリヤニ
ラッシー

割烹なかざと

折詰弁当 1080円〜
うなぎ弁当 2900円〜

https://www.funabori‑matsuya.com/wedding/

火〜日

11:30〜20：00

毎週月曜日(祝日
含む)

ランチ:11:30~14:30
ディナー:17:00~23:00(ラ 03‑3804‑7466
ストオーダー22:30)

西葛西5‑2‑16 康伸
ビル2F

本格中華料理を提供しています。地元密着で19年、同じ
東京メトロ東西線「西葛西駅」北
場所で営業しておりました。本場の厨師が作る中国各地
口徒歩1分
の味をぜひご賞味ください。

月曜日

17：00〜

03‑6808‑4866

船堀3‑7‑17

船堀駅

10：00〜18：00

03‑5676‑5511

船堀4‑4‑1

船堀駅すぐ

10日前までに電話、ＦＡＸ(03‑5676‑5512)にて注
文。配達範囲は江戸川区内、配送時間は10時から18
時、数量は10個から承ります。

○

船堀駅北口より徒歩3分

船堀駅から歩いてすぐのインド・ネパール・韓国料理、
のほほん。
大切な人とゆっくりおしゃべりを楽しんでいただける空
間づくり空間づくりを心がけています。お飲物とお食事
の組み合わせなど、お気軽にご相談ください。
また、テラス席ではわんちゃんと一緒にお食事ができま
す。皆様のご来店をお待ちしております。
Facebookページはこちら
https://www.facebook.com/%E3%81%AE%E3%8
1%BB%E3%81%BB%E3%82%93‑
253664034776243/

○

○

○

○

http://nohohon‑funabori.com/index.html

http://www.kappo‑nakazato.com/

西葛西駅から徒歩５分

徒歩3分

家族連れも入りやすい焼き鳥屋さん。締めの鳥ご飯は絶
品とのこと。

03‑3869‑5334

船堀1‑7‑19‑1F

11：00〜15：00
17：00〜20：00

03‑5605‑3088

船堀７丁目13‑20
1Ｆ

インド料理店

11：00〜15：00
17：00〜20：00

03‑3804‑4344

船堀1丁目7‑17クリ
スタル船堀201

インド料理店

03‑3689‑2215

船堀２−１０−５

飲食業
お弁当等の配達及び個室での御会食を行っております。

○

○

○

○

