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永楽 たれなし餃子 https://r.gnavi.co.jp/b990000/
毎週火曜日と月末
の火曜水曜

平  日　 ランチ午前11時～
午後2時　ディナー午後6時
～9時（L.O:午後7:30）
土日祝日 ランチ午後12時
～午後14時　ディナー午後
18時～21時

03-3657-7527 北小岩5-16-2

京成小岩駅　　徒歩7分
京成江戸川駅　徒歩11分
ＪＲ小岩駅　　徒歩15分
北総新柴又駅　徒歩23分

中華料理店　「たれなし餃子」 ○

とんかつ新宿 さぼて
ん

特撰やわらかヒレかつ　\599
三元麦豚ロースかつ　\529
一口ヒレかつ　\183
カニクリームコロッケ　\178
22層やわらかロース重ねかつ　\594
北海道コロッケ　\140
エビフライ　\302
イカフライ　\162
ヒレ玉ネギ串カツ　\216
極うま唐揚げ 1ヶ \81　4ヶ　\302
お弁当各種　\630～
ヒレかつ丼　\650
ロースヒレかつ丼　\750
エビ・ヒレ丼　\780
みそロースかつ丼　\720
みそヒレかつ丼　\630
ロースかつカレー弁当　\920
ヒレかつカレー弁当　\840
ミックスサンド　\500
ヒレかつサンド　\500
エビかつサンド　\500
チーズミルフィーユサンド　\480
メンチかつサンド　\420
かつむすび　\410
オードブルもあります。
お好きな物でのお弁当、丼、カレーお作りします。

元日のみ休み

平日　月～金　10:00～
21:00
　　　　土・日・祝
10:00～20:00（自粛期間
のみ）

03-5612-1922 北小岩6-12-9 京成小岩駅　徒歩3分

専門店ならではのおいしいとんかつ（ロースかつやヒレか
つ）、北あかりのじゃがいもを使った北海道コロッケ、ず
わいガニがたっぷり入ったかにクリームコロッケ、スペイ
ン産の高級豚イベリコ豚を100％使ったとってもジュー
シーなメンチかつなどのお惣菜や、できたてのお弁当に、
サンドウィッチやかつむすびをご用意しています。毎月新
しいお惣菜も販売されますので、ぜひともお越し下さいま
せ。お待ちしております。

○

つる屋

カレー丼750円、かつ丼900円、天丼1050円
ざるそば600円、天ぷらそば950円、天ざる1050円等
出前はお店のメニューと同じメニューを配達できますが
持ち帰りは一部メニュー、できないものがあります。
電話での予約も承ります。
誠に勝手ながら持ち帰り容器の値上がりのため、
一品につき50円の容器代をいただきます。

木曜日

11:00~14:30
17:00~19:30(出前は
20:00)
ただいまコロナ撲滅のため
17時からは、持ち帰り、出
前のみとさせていただきま
す。

03-3659-5791 北小岩４-5-5 京成江戸川駅徒歩5分

毎朝、そばを打ち。
その茹でたてを冷水でしめ
秘伝のつゆを片手にツルっと～
細く長くお客様に染み込み愛されて行くことを願いつ
つ・・・・
創業５０年。
うどん、丼ものもやっています。
車いす、ベビーカーでもどうぞ

○ ○

 小岩 やぶ
もりそば、天もり、生蕎麦、天丼、カツ丼、カレーライス、鍋焼
きうどん、など。

http://www.yabusoba.com/
毎週　木曜日
月1回連休あり

11：00から20：00
（休憩時間なし）

03-3657-0386 東小岩４丁目４‐６
JR小岩駅から徒歩15分。
京成バス「小73」に乗り「南小
岩3丁目・やぶそば前」下車。

日本蕎麦・天ぷらの製造・店頭販売。 ○

炭火焼肉 東海苑 小
岩店

ビビンパ焼肉弁当　９００円+８％
各種焼肉弁当メニュー
http://www.toukaien.com/images/yakinikubentou.pdf

http://www.toukaien.com

年中無休
クレジットカード
各種
PAYPAY、
ALIPAY、
SUICA、
QUICPAY、ID
使えます。
江戸川区共通商品
券
江戸川区こども夢
商品券
なども使えます

22:00まで休憩無しの通し
営業中！
11:30～15:00  ランチタ
イム
http://www.toukaien.co
m/lunch.html ←ランチメ
ニュー
15:00～22:00 (LO
21:30) ディナータイム

03-5693-1129
南小岩7-26-13 東海
苑ビル1F

小岩駅南口　徒歩２分
JR小岩駅南口に出て左側にある
商店街「サンロード」へ。
1番最初の信号を左折して20m先
の左側。

小岩中央通りの炭火焼肉　東海苑です！
ご家族・会社・友人とのお食事にどうぞご利用下さいま
せ。
当店は団体個室もご用意してますので各種ご宴会承りま
す。
ランチタイムも好評営業中！！

○

RAN RAU
タイ料理全般
ベトナム料理

不定休 11:00～20:00 03-6801-7265 南小岩8-10-2 小岩駅より徒歩3分 ○

居酒やこだま 各種沖縄料理 http://www.izakayakodama.com/

11：00～20：
00(L.O19：00）
※テイクアウト・出前は
22：30まで

03-5668-2098
南小岩7-27-16桂昇
南小岩ビル2F

JR小岩駅から徒歩3分

石垣島出身のママが作る沖縄家庭料理が自慢。定期的に沖
縄アーティストのライブも行っています。絶品の八重山そ
ばは是非一度お召し上がりください。また泡盛などの酒類
も充実しています。

○ ○

タイ料理 いなかむら タイ料理全般
11：00～20：00
※緊急事態宣言中

03-3659-2189
南小岩7-26-21 ペガ
サスステーション1階

ランチ・ディナー共に持ち帰り可能です！
最寄り駅： 小岩駅
ジャンル：タイ料理 タイカレー　居酒屋 
予算：￥3,000～￥3,999 ￥1,000～￥1,999 定休
日： なし

○

喫茶 ムムリク
・ナポリタン（紅茶/コーヒー付）
・ペペロンチーノ（紅茶/コーヒー付）
・ハンバーグ定食弁当（ごはん、サラダ、紅茶/コーヒー）

https://mumuriku.com/
土・日・祝/不定
休

月～金　13:00～17:00 03-6657-9870 南小岩8-26-8
小岩駅南口より昭和通り商店街 徒
歩8分

・ランチ、喫茶営業/・おひとり様ご来店も歓迎
・お子様があそべるキッズスペース有。
・お子様をあそばせながら安心してゆっくり喫茶・食事が
可能

○

インドネパール料理
レストラン サンサー
ル

テイクアウトメニュー（５００円）
選べるカレー
ナン or ライス
アチャール（つけもの）
テイクアウトメニュー（６００円）
選べるカレー
ナン or ライス
アチャール（つけもの）
チキンティッカ
・チキンカレー・マトンカレー・キーマカレー
・日替わりカレー・野菜カレー・玉子カレー
※バターチキンカレーは＋１５０円になります

http://san-sar.info/
11:00～14:30
17:00～22:30

03-5668-3637
南小岩五丁目18番16
号 ニューシャトレ―
マンション103

JR総武線「小岩駅」南口から徒
歩８分

小岩フラワーロードに２０年以上お店を構える老舗カレー
屋さん。
インド・ネパールで好まれる家庭料理を中心に、素材の味
を最大限にまで活かす店長ウルミラさんの極秘レシピはど
れも絶品です！

○

https://r.gnavi.co.jp/b990000/
http://www.yabusoba.com/
http://www.toukaien.com/
http://www.izakayakodama.com/
https://mumuriku.com/
http://san-sar.info/
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日の出寿司

【持ち帰りサービスメニュー】
日替わり丼　　　７００円
ばらちらし　　　８５０円
並すし　　　　１０００円
上寿司　　　　１５００円
並ちらし　　　１１００円
上ちらし　　　１６００円
【出前メニュー】
ばらちらし　　　９５０円
並すし　　　　１２５０円
上すし　　　　１８００円
日の出上寿司　２０００円
特上すし　　　２８００円
並ちらし　　　１３５０円
上ちらし　　　１９００円
特上ちらし　　２８００円
すべて税込

木曜日

１１時半～２１時ごろまで
(売り切れの場合早く終わる
こともあります。)
コロナウイルスの影響によ
り現在は
１１時半～１９時の短縮営
業になります。

03-3657-1218 南小岩8-26-6
JR小岩駅南口より徒歩１０分弱
昭和通り商店街内

すし店 ○ ○

満津家

○釜めし
とり、あさり、ほたて、鮭　各700円
穴子　900円
鮭いくら、五目　各1,000円
○お弁当
とり唐　600円
豚焼肉、ミックスフライ　各700円
天ぷら　800円　お刺身　1,000円
○カレー
とり唐カレー　700円
カツカレー、ハンバーグカレー　各800円

水曜日定休日
○ランチは日祝も
お休み

月～土　11:45～14:00
17:00～23:00
日、祝17:00～22:00

03-3657-1758 南小岩3-26-12

柴又街道　南小岩3丁目バス停下
車 徒歩30秒
耳鼻科すばる内科整形げんきクリ
ニック前

釜めし居酒屋
○ランチサービス　釜めし、天ぷら、茶そばセット
700円
その他サービスセットいろいろ
○ディナーサービス
本日の390円【サンキュー】サービス（日替わりおつま
み）

○

唐揚げ専門店　鶏笑

テイクアウト弁当
・ムネからあげ弁当　500円
・からあげ弁当　590円
・チキン南蛮弁当　600円
・鶏笑弁当　700円

https://nis-torisho.com/ 火曜日
11:00～14:00
16：00～20：00

03-6458-0080
南小岩3-26-10-
102

小岩駅から711m ○

もんじゃ焼・鉄板焼
みつばち

http://r.gnavi.co.jp/g362500/

毎週月曜日
月曜日が祝日の場
合は火曜日が代休
年末年始（１２月
３１日～１月２日
休み）

　平　日　　ＰＭ５：００
～１２：００
土・日・祝　ＰＭ３：００
～１２：００

03-3650-8688
南小岩6丁目27‐13
ＳＫビル2階

ＪＲ小岩駅　南口
フラワーロード商店街　徒歩５分
みずほ銀行正面　
（有料パーキングあり）お客様負
担

もんじゃ焼、お好み焼、鉄板焼の飲食業 ○

素揚げや
本店　鶏素揚げ・から揚げ・串カツ
別館　鶏素揚げ・串カツ

本店/月曜日
別館/
水曜日

テイクアウト
本店　15：00～18：00
別館　13：00～19：00

03-6806-9481
南小岩8丁目25番1号
東洋ハイツ1Ｂ

ＪＲ総武線小岩駅南口
昭和通り商店街徒歩7分

飲食店 ○

豚小家 店内のメニューの、ほとんどお持ち帰り頂けます！ 月曜定休

18:00～24:00(フード
L.O23:00／ドリンク
L.O23:30）
日曜、祝日→18:00～
23:00
（フードL.O22:00／ドリ
ンクL.O22:30）
?宣言中／16:00～20:00
(ラストオーダー19:00）

03-5693-2532
西小岩1-27-9   シャ
ストインビル1F

JR小岩駅／北口徒歩3分

豚料理専門
鮮度が自慢のもつ刺しやもつ焼き
厳選した銘柄豚を使用した豚料理を自信を持ってご提供し
ます。

○

べこ虎

牛タン塩焼弁当　1200円
カルビ塩焼弁当　1200円
ハラミステーキ弁当　1200円
ぶたトロ塩焼弁当　1200円

https://gyutansioyaki-bekotora.hp.gogo.jp/pc/index.html 火曜、最終月曜

11:30～15:00
（L.O:14:30）
17:00～22:15
（L.O:21:30）

03-6657-8333 西小岩4-14-13 JR小岩駅北口より徒歩５分 ○

大笑い弁当江戸川北
店

普通食、カロリー塩分調整食、たんぱく塩分調整食、やわらか
食、ムース食、バターチキンカレー

正月三が日
8:30～17:30
ご注文は前日17時までにお
申し込み下さい。

03-5876-8081
西小岩4-3-24　長谷
川ビル1階

高齢者様向けに、見守りを兼ねたお弁当の宅配サービスを
行っています。管理栄養士監修のバランスの取れた普通
食、カロリー塩分調整食、たんぱく塩分調整食、やわらか
食、ムース食をお届け。
昼夕一食から、正月の三が日以外は、土日祝も承ってます
ので、週末だけ、週2回だけ、毎日昼食だけ等、お客様の
ご都合に合わせてお届けします。

○

麺家  六三四 水曜日

平日18:00～翌2:00（L.O
1:30）
日、祝日18:00～24:00
（L.O 23:30）

03-3671-3643 西小岩1-6-19 ラーメン専門店 ○

有限会社 エコー食品

慶事仏事弁当（ご予算に応じて）
会議用弁当（ご予算に応じて）
オードブル盛合せ（税込2200円～）
ワンコイン弁当（500円税込）
・かつ丼・味噌かつ丼・とんかつ丼・カツカレー・カレー唐揚丼
唐揚タルタル丼・オムライス・天丼・麻婆豆腐丼・ロコモコ丼
チキン香味丼・ガーリックチキン丼・親子丼などなど

http://www.echoshokuhin.co.jp/
お盆・お正月・
GW休み以外無休
です。

11：00～22：00
※現在は新型ウィルス感染
拡大防止の為、営業自粛要
請を受け、
11：00～20：00
となっております。

03-3657-4888 西小岩1-13-21

JR総武線小岩駅より、北口にお
りましたら、
東京駅方面に線路沿いに歩いて、
徒歩五分です。

1、完全予約制の宴会場
全部屋個室のカラオケ完備の予約制の宴会場となってござ
います。
お部屋は、洋室掘りごたつと大小さまざまお客様に合わせ
てご利用頂けるようにご用意させて頂いております。
2、ケータリング（出張パーティー）
3、お弁当・オードブル配達
4、手ぶらでBBQ
5、店頭にてワンコイン弁当販売・デリバリー
※コロナの影響により、3/23より始めさせて頂きまし
た。

○ ○

宅配寿司　白川　西
小岩店

詳細はホームページをご覧ください。 https://sushishirakawa.co.jp/
年中無休
※店舗によって異
なります。

11:00～21:00 03-3650-7711 西小岩1-25-14 小岩駅 徒歩2分 宅配のご注文は3,000円以上で承ります。 ○

福招門小岩店
http://114.55.138.182:8081/BookDinner/home/index/i
ndex出前専用サイトです。もしくはぐるなびかホットペーパー
を検索してください

03-5694-6068
西小岩1-27-6の地下
一階

小岩駅から2分
手頃な価額で美味しい中華料理を提供する。テイクアウ
ト、出前も
承ります。

○ ○

魚たも　小岩北口仲
通り店

詳細はホームページをご覧ください。 https://uotamo.com/ 木曜日

12:00〜
20:00(L.O.19:30)
※テイクアウトは19時ラス
トオーダー

03-5876-7040 西小岩1-27-9 小岩駅から165m
デリバリーの配達はJR小岩駅から徒歩20分圏内でお受け
しております。

○ ○

https://nis-torisho.com/
http://r.gnavi.co.jp/g362500/
https://gyutansioyaki-bekotora.hp.gogo.jp/pc/index.html
http://www.echoshokuhin.co.jp/
https://sushishirakawa.co.jp/
https://uotamo.com/
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ロケ弁当 自然-
ZINENデリ

ロケ弁当
仕出し弁当
ドクターズ弁当

11:00～19:00 03-5612-0331
西小岩1-30-6 三昌
ビル１Ｆ

ロケ弁当を中心に、仕出し弁当、ＭＲ向け弁当のデリバ
リー。

○

わか月

焼魚弁当　600円
煮魚弁当　800円
とりタレ唐揚げ弁当　700円
単品メニュー各種
おかずセット5種　1500円
おかずセット7種　3000円　等

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13154765/

4月は日曜祭日。
5月以降は月曜
（予定）。自粛前
は無休。

現在は11:00～20:00
自粛前は11:30～14:00
（ランチ）、17:00～
23:30（ディナー）

03-6657-8282
西小岩1-25-14 ダイ
サンソレイユ 7番館
102

JR小岩駅北口から徒歩2分
和食居酒屋（自粛前）
現在の商品は「出前・持ち帰りメニュー」と同じ
店内での飲食も可能

○

株式会社スマイルカ
ンパニー

カルビ弁当
ロース弁当
ハラミ弁当
タン盛り合わせ弁当
ローストビーフ丼
ビビンバ
一品料理多数

http://koroba.jp/ 不定休 11時～18時 03-6458-9309 西小岩1-27-5 小岩駅北口から徒歩2分！ 飲食業 ○ ○

しあわせ食堂

お弁当（日替わり弁当、定番弁当９種）
美味しさに栄養バランスをプラスしたお弁当です！
おかず・餃子
お食事処としての自慢のおかずを色々とご用意しております。
（肉じゃが、唐揚げ、餃子が自慢です）

https://siawaseshokudou.com 03-5612-0331
西小岩1-30-6 三昌
ビル１階

お食事処・食堂（地元に愛され２０年）です。肉じゃが、
唐揚げ、餃子が自慢です。身体に嬉しい家庭的なおかず、
定食を提供しております。美味しさに栄養バランスをプラ
スしたお弁当やおかずのテイクアウトもご利用ください。

○

GRILL ANDOU グリルANDOU　ビーフステーキ重　1,600円（税込） https://koiwa-grillandou.gorp.jp/

無
※定休日なし
※年末年始、ゴー
ルデンウィーク、
お盆。

ランチ　11:00～15:00
（L.O.14:00）
ディナー　17:00～23:00
（L.O.21:00、ドリンク
L.O.22:30）

03-3673-6687
南小岩8-10-1 相國
ビル1F

小岩駅 徒歩3分
前日までのご予約（お電話のみ当日応相談）受け渡し時間
は、（昼）１１:３０～１３：３０　（夜）１７：３０～
１８：３０

○

アヤスカフェ小岩

・エスプレッソ
・カフェラテ
・バターチキンカレー
・唐揚げ/おつまみ

https://www.ayasucafe.com/ 不定休

10:30～20:00　月～木曜
11:00～20:00　金・土曜
11:00～18:00　日曜・祝
日　
※営業時間は変更になる場
合があります。詳しくは、
公式HPの運営カレンダーを
ご確認ください。

03-4361-8114
南小岩8-11-8 ウイ
ルコート小岩1階

■ 駅からのアクセス
JR中央・総武線 ／ 小岩駅(北口)
徒歩4分（270m）
京成本線 ／ 京成小岩駅(出入口2)
徒歩10分（740m）
■バス停からのアクセス
京成タウンバス 小54 小岩駅北口
徒歩3分（190m）
【総武線小岩駅より最短経路】
市川寄りの小さい改札をでて駅ビ
ル内を直進。
シャポーを出てすぐ左折。
ティップネスの道を進む。
蔵前通りの交差点を渡り左手、
２４時間フィットネスの手前の赤
いお店です。

コワーキングカフェ ○ ○

アジア食堂 さまかた

・ガイヤーン　756円
・ムーヤーン　756円
・ブーパッポンカリー（2・3人前）　1620円
・チャーシュー丼　756円
・グリーンカリー（ルーのみ）　540円
・カオマンガイ　972円
他にも多数あり

水曜日
※月に1回臨時休
業あり

17:00～23:00
(フード L.O.22:00 ドリン
クL.O.22:30)

03-5876-7086
南小岩8-16-9 東豊
マンション1F

小岩駅南口から徒歩約4分 ○

https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131204/13154765/
http://koroba.jp/
https://siawaseshokudou.com/
https://koiwa-grillandou.gorp.jp/
https://www.ayasucafe.com/

