※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

ラリグラス新堀店

出前・持ち帰りメニュー
・チキンカレー 700円
・ダルカレー 700円
・ベジタブルカレー 700円
・キーマカレー 750円
・ポークカレー 750円
・バターチキンカレー 750円
他にも多数あり

定休日

不定休日あり

営業時間

11:00〜15:30
17:00〜22:30

http://www.edomatoi.jp

平日にて日替わり弁当の提供をしてます。

うなぎ・やきとりの
店 のぐち

・焼き鳥各種 1本85円より
・蒲焼 1,580円
蒲焼 1,780円
蒲焼 1,980円
・うな重
2,100円（店内：2,150円）
うな重（上） 2,600円（店内：2,650円）
うな重（特上） 2,900円（店内：2,950円）
・きじ重 850円（店内：880円）

天やぶ

天丼 1,260円
かきあげ天丼 1,260円
特製天丼 1,940円

すし処

・特選松にぎり
1人前〜5人前
・松にぎり
1人前〜5人前
・竹にぎり
1人前〜5人前
・おまかせにぎり
1人前〜5人前
他にも多数あり

初花鮨

Webサイト

https://ggta401.gorp.jp/

株式会社江戸まとい

03‑3698‑7306

所在地

新堀2‑4‑1

アクセス

出前

テイク
アウト

○

○

お弁当製造販売の会社です。弊社にて日替わり弁当（税
込４００円）を販売しております。また事前申し込みに
て４食以上よりデリバリーも行っております。お届け時
間の指定はできません（9：30〜12：00の間）が江戸
川区内全域配達可能ですのでご不明な点があればお電話
いただければ幸いです。

○

○

焼き鳥、うなぎを中心とした飲食と、外売り（テイクア
ウト）、出前をしております。
家庭的な一品料理、各種アルコールの提供、お1人様から
ご来店頂けます。

○

○

店舗紹介

篠崎駅南口から徒歩約18分
瑞江駅北口から徒歩約21分
一之江駅駅ビル口から徒歩約31
分

新堀2‑3‑5

毎週水曜日
毎月第3日曜日

11:30〜13:30
17:00〜22:00
(日曜日は夜のみ営業となり
03‑3678‑8535
ます)
テイクアウト・出前のみ
16:00〜19:00

新堀2‑14‑12

瑞江駅⇔小岩駅行き 京葉口下車
徒歩5分
国道14号線沿い、春江団地裏
側。
駐車場あり。

http://tenyabu.com/

水曜日

11:30〜14:00
17:00〜21:00（オーダス 03‑3678‑6968
トップ 20:30）

新堀1‑21‑1

都営新宿線 「瑞江駅」下車
天ぷら専門店！！
京成バス小岩駅行き 「新堀小学
職人の上げた天ぷらをぜひ食べていただきたいです。
校」下車3分

http://www.hatuhana.in/

昼11:30〜14:00
月曜日（祝日の場
夜17:00〜23:00
合は翌日休み）
（L.O:22:30）

03‑3677‑9191

上篠崎２−８−１９

篠崎駅より徒歩７分

○

03‑3679‑9892

西篠崎1‑5‑9

篠崎駅から1,496m

○

03‑6231‑8869

篠崎町1‑1‑22 グレ
イス篠崎1F

都営新宿線
篠崎駅北口より 徒歩3分

○

3,150円〜15,750円
2,300円〜11,500円
1,650円〜8,250円

○

3,150円〜15,750円

味軒

火曜日・水曜日

スピリチュアルカ
フェ はなや香

オムライス 650円（税込）
ナポリタン 650円（税込）
明太パスタ 650円（税込）
日替わりサラダ 350円（税込）
日替わりランチスープ 350円（税込）

月〜土 11:00〜20:00
日曜日（祝祭日は
（コロナの期間は、15:00
営業しています）
まで）

【ランチテイクアウトメニュー】
・チキンカレー 750円
・豆のチキンカレー 750円
・ベジタブルカレー 750円
・キーマカレー 750円
・ポークカレー 750円
等
【ディナーテイクアウトメニュー】
・バターチキンカレー 1,050円
・バターバニルカレー 1,050円
・ほうれん草バニルカレー 1,050円
・シーフードカレー 1,050円
・チーズチキンカレー 1,050円

11:30〜20:00
（L.O:19:00）
※緊急事態宣言時

心の癒し（スピリチュアル）と食の癒し（美味しいラン
チ）のコラボカフェです。

無休

11:00〜15:30
17:00〜22:30

03‑3678‑4002

篠崎町1‑7‑10 ポー
レルハイム 1F

篠崎駅から徒歩7分

無休

11:00〜23:00

03‑5664‑0639

篠崎町7‑28‑1

篠崎駅から46m

月曜日

お問い合わせください。

03‑3676‑6688

篠崎町7‑29‑11

篠崎駅から55m

https://cafeange.com/

月曜日
第3火曜日

[火]
10:30〜17:30
（L.O:16:30）
[水~金・土・日]
10:30〜23:00
（L.O:22:00）

03‑6638‑7942

篠崎町7‑2‑7

篠崎駅より徒歩10分

宅配は出前館およびUber Eatsより。

http://yamato‑f.jp/store/

不定休

平日
11:30〜14:30、
17：00〜21：30
03‑5664‑1431
土日祝 11:30〜21:30

篠崎町7‑12‑21

篠崎駅から徒歩５分

まぐろ・活魚・すし種の卸問屋だからこそ。漁場直結だ
から品質と鮮度に真っ正直。 この味、このボリューム
が、この価格で？ という驚きとともに、タッチパネル
による注文で、握りたての寿司をご提供いたします。も
ちろんお持ち帰りメニューも充実しています。

○

○

○

○

○

等

せんきち 篠崎駅前店

テイクアウトメニュー（税込）
・千吉カレーうどん 530円
・辛吉カレーうどん 630円
・イタリアンカレーうどん 580円
・まぜカレーうどん 670円
・ちゃんぽんカレーうどん 850円
・和風スパイシーうどん 580円

弥助

テイクアウト限定メニュー
・とり唐弁当 450円
・豚カツ弁当 600円
・サバ塩焼弁当 480円
・生姜焼き弁当 520円
・天丼弁当 580円

カフェアンジェ

・パンケーキ各種 1,000円（税込）
・お食事パンケーキ 1,100円（税込）
・デリ詰め合わせ 1,200円（税込）
・アンジェサラダ 700円（税込）
・鶏肉のフリカッセ 900円（税込）

回転寿司 やまと（旧
山傳丸 篠崎店）

電話番号

03‑5666‑9737

・ラーメン 590円
・ワンタン 590円
・ワンタンメン 760円
・わかめラーメン 700円
・コーンラーメン 700円
他にも多数あり

ラリグラス 篠崎店

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（鹿骨地区）

https://senkichi.co.jp/

五感で味わうカレーうどん
※テイクアウトは電話注文不可。来店での注文のみ対応
します。
※出前はUber Eatsより注文して下さい。

等

○

等

等

【期間限定！】テイクアウトセットがなんと…本体価格より
10％オフ！！
★1人前10貫！！全商品人数分ご注文承ります！
★表示は税抜き表示
◎にぎりセット：1人前 900円 例)5人前(50貫) 4,500円
◎やまとセット：1人前 1,100円／◎上セット：1人前
1,400円
◎特上セット： 1人前 1,7 00円／◎極みセット：1人前
2,000円
お好みで1皿ずつお選びいただくこともできます！

○

○

○

※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

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（鹿骨地区）
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

出前

テイク
アウト

かつてん

メニュー（大盛りは＋税抜100円）
・かつてんオールスター丼 799円（税抜）
・かつてん丼 649円（税抜）
・かつ丼 499円（税抜）
・海老増し天丼 699円（税抜）
・野菜増し天丼 599円（税抜）
・天丼 499円（税抜）
他にも多数あり

https://kozosushi.co.jp/shop/info/317/

10：00〜19：30

03‑5664‑6129

鹿骨1‑27‑13

篠崎駅から1,438m

毎月10日はかつてんの日
通常かつどん・天丼が499円＋税のところ390円（税込
み）
※小僧寿し併設

○

小僧寿し

メニュー（大盛りは＋54円）
・まぐろ丼 540円（税込）
・得海鮮丼 540円（税込）
・人気ネタ丼 540円（税込）
・ネギトロ丼 540円（税込）
・オホーツク丼 540円（税込）
・サーモンいくら丼 540円（税込）
・牛カルビ丼 540円（税込）
他にも多数あり

https://kozosushi.co.jp/shop/info/129/#menu

10：00〜19：30

03‑5664‑6129

鹿骨1‑27‑13

篠崎駅から1,438m

※かつてん併設

○

