※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

どさん子 瑞江駅ビル
店

自家製『手作り餃子』 ４００円
自慢の『焼きそば』
５１０円
人気の『レバニラ』
６６０円
３種の餃子食べ比べ『野菜・超激辛！・黒豚』

株式会社ナナホシ給
食

弁当は日替わりのみ、１食５００円（税込）になります。

欧風料理メルカート

うおっけい

アジアンフード（有
限会社 アユ）

長五楼

https://bakecafe.amebaownd.com/

ハックルベリー (1
ポンドステーキ＆ク
ラフトビール）

日替わり弁当800円〜
ハンバーグ弁当
・180g 800円
・360g 1600円
・540g 2400円
トッピング 100円(チーズ,おろし) 200円(にんにくびたびた,か
りかりオニオン）300円(アボガドわさび,チリビーンズ) 400円
(チリビーンズ＆チーズ)
ステーキ弁当 100g 1200円 200g2400円,1ポンド4580円
トッピング 100円(チーズ,おろし) 200円(にんにくびたびた,か
りかりオニオン）300円(アボガドわさび,チリビーンズ) 400円
(チリビーンズ＆チーズ)
サラダ
・グリーンサラダ580円
・シーザーサラダ680円
・生ハムサラダ880円
・アボガドサラダ880円
チリビーンズ S580円
チリビーンズ＆サルサ S680円

営業時間

https://www.7hoshi‑k.co.jp/

・日替わり弁当 800円
・ローストビーフ丼 1,000円

・唐揚げ弁当 600円
・トンカツ弁当 800円
・幕ノ内弁当 1000円
・トンカツカレー 900円
・唐揚げカレー 800円
・野菜カレー 750円
・ねぎトロ丼 600円
・ロコモコ丼 700円
・サバ唐揚げ弁当 900円
テイクアウト・デリバリー メニュー
チキンケバブ
・ケバブサンド 500円(税込540円)
・ロールケバブ 600円(税込648円)
・ケバブ丼 500円(税込540円)
・おつまみケバブ 350円(税込378円)
・ケバブサラダ 400円(税込432円)
選べるソース
甘口・中辛・辛口・野菜ソース・ソースなし
テイクアウトメニュー
・餃子（6個） 600円
・海老焼売（6個） 600円
・ポーク焼売（5個） 600円
・春巻（2個） 300円
・小海老のチリソース 950円
・小海老のマヨネーズ 950円
他にも多数あり

定休日

水曜日
11:00‑23:00
定休日が変更にな
営業時間が変更になる場合
る場合がございま
がございます。
す

４８０円

ＢＡＫＥ

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（東部地区）

https://uokkeimizue.owst.jp/

電話番号

所在地

アクセス
瑞江駅直結 「駅ビル４階」
エレベーターで４階へ！！

店舗紹介

03‑3677‑8558

瑞江2‑2‑1 駅ビル
4F

03‑6638‑8606

江戸川1‑36‑9 KSビ
ル1階

お弁当の製造及び販売。
お弁当の配送。

江戸川3‑21‑64

都営新宿線 一之江駅 徒歩12分
都営新宿線 瑞江駅 徒歩13分

瑞江、一之江の一軒家レストラン、家庭的で温かいな不
囲気の中で美味しくお食事を楽しめます。お手軽なラン
チはハンバーグやパスタなど、￥980より全ドリンク付
き。ディナーはおすすめのじっくり時間をかけたビーフ
シチューや自家製のスモークその他沢山メニューをご用
意しております。お誕生日や記念日のお祝い、ご宴会や
法事など各種パーティーのご予約も承ります。

50年の歴史の味
味噌にこだわるラーメン店

一之江駅より徒歩12分
瑞江駅より徒歩10分

木曜日
第三水曜日
（不定日）

ランチタイム
AM11:00〜PM3:00
(LO/AM2:15)
ディナータイム
PM5:00〜PM8:00
(LO/PM7:00)
※通常時はPM5:00〜
PM22:00(LO/PM9:00)

火曜日

10:00〜17:00

東瑞江2‑10‑10

月曜日

火〜日 11:30〜20:00
L.O.19:00

03‑6638‑8148

東瑞江1‑26‑9 アイ
ジーティービル2F

瑞江駅 徒歩1分

普段は居酒屋ですが、今は昼に定食を出したり、弁当の
テイクアウト、配達をしています。
居酒屋のメニューをお弁当にして、お家で居酒屋の食べ
物を食べて頂きたく、おつまみ等も単品でご注文頂けま
す。

なし

11：00〜20：00

03‑6638‑7088

西瑞江3‑6‑7

瑞江駅

飲食店（ケバブ、カレーなどテイクアウト・デリバリー
の縮小オープン中）

月曜日〜木曜日

金〜日曜日
16：00〜19：00
※売り切れ次第閉店

03‑3678‑1156

篠崎町5‑6‑17

篠崎駅から徒歩６分

瑞江駅より徒歩５分
『ジョナサン、ゲオの裏手』

03‑3677‑3707

出前

テイク
アウト
○

○

○

○

○

○

○

○

○

https://www.ubereats.com/jp/tokyo/food‑
delivery/%E3%81%8A%E9%85%92%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E
4%B8%AD1%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B9
%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AD%26%E3%82%AF%E3%8

ランチ11:30‑14:00
デイナー17:00‑22:00

03‑5243‑3882

南篠崎町3‑24‑5

3%A9%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%92%E3%83%BC%E3%

瑞江駅近くジョナサン、ゲオの裏に位置します。
ステーキ、ハンバーグを中心に毎日元気でもりもり、ワ
クワクをお届けいたします。
ステーキハンバーグの枠を超えた、日替り弁当もご提供
中、自慢のチリビーンズ、サラダも充実。

○

○

83%AB%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97‑%E3%

食茶房 天真爛漫

・しょうが焼き弁当
・からあげ弁当
・しょうがたっぷりつくね弁当

https://www.mizue‑tenshinranman.com/

毎週木曜日

ランチタイム 11:00〜
15:00 (L.O 14:30)
ディナータイム 17:00〜
22:00 (L.O21:00)

03‑5664‑0222

都営新宿線「瑞江駅」より徒歩7
南篠崎町2‑37‑11 リ
分
介護会社が作った低糖質レストラン
ヴ鹿島田1F
瑞江ゴルフガーデンのはす向かい

○

厳鮮素材厨房 SEN
之屋

SEN之屋弁当 500円〜
弁当他各種×5〜8種
オードブル 1980円
鮮魚盛 2980円
1500円
他単品
10種〜
150円〜

https://r.gnavi.co.jp/p765800/

なし

受付

03‑6906‑5988

南篠崎町3‑7‑1 高木
ビル2F

都営新宿線 瑞江駅 徒歩2分

飲食業（居酒屋）

○

うなぎとんかつ濱亀

松うな重2430円 鶴うな重2930円 亀うな重3430円 蒲焼
き・白焼き並2050円 中2450円 上2850円
ヒレかつ定食1480円 ロースかつ定食1390円 ミックスフラ http://hamakame.net
イ定食1510円
からあげ定食(3ケ)860円 (4ケ)920円 (5ケ)1000円

毎週日曜日
第1・3月曜日

昼・11:00〜14:00
（LO13:45)
夜・17:00〜21:00
（LO20:45)
緊急事態宣言の発令中は
20:00閉店

03‑3670‑7699

南篠崎町2‑12‑13

瑞江駅から徒歩4分

うなぎは、60年以上継ぎ足され秘伝のタレで丁寧に焼き
あげます！とんかつは、ラードを使わず植物性油でヘル
シーに揚げます！からあげも大人気！！

○

レストラン リモーネ

内容は日替わりです。
お弁当的なものはありません。
【一例】舞茸のチーズフリット、スパニッシュオムレツ、パエリ
ア(海老、ローストポーク、白いんげん豆)、パスタ(ペンネ ボロ
https://r.gnavi.co.jp/1aza71bd0000/
ネーゼ)、骨付き鶏もも肉のロースト、イタリア産ホエー豚肩
ロース肉のグリル、ピザパン(アンチョビ、オリーブ、ケッ
パー、トマトソース、チーズ)、フィッシュアンドチップス、自
家製ソーセージバーガー、ローズマリーフォカッチャ、ピクル
ス、沖縄県産赤砂糖のプリン、チョコレートムース

原則水曜定休日で
すが、5/6までは
毎日営業中(臨時
休業日あり)。店
内でのお食事は前
日までのご予約の
みとさせていただ
いております。

11:30〜13:30(L.O)
土日祝〜14:00(L.O)
18:00〜21:30(L.O)
※テイクアウト11:30〜な
くなり次第終了

03‑6638‑6161

南篠崎町3‑7‑5
東ビル 201

都営新宿線瑞江駅北口より徒歩1
分

飲食店

○

10:30〜20:30

日

