
NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

ロモ　サルタード 1,300円

パパ　ア　ラ　ワンカイナ 650円

アンティクーチョ 1,300円

ナシゴレン（とり肉） 680円

ミ－ゴレン 850円

ナシゴレン（えび） 850円

洋食弁当（３種） 各815円

ライス料理 860円～

パスタ 880円～

ビザ
2,500円～
3,500円

ミルクシェイク 699円

エスフィーハ 345円

パステル 350円～

サウガードス(軽食） 250円～

ハンバーガー 200円

牛バラ肉・ライス等 548円

鳥むね・ライス等 548円

豚骨付ロース・ライス等 548円

ポヨ　ア　ラ　プラザ 1,800円

ポヨ　ソロ 1,350円

ロモ　サルタード 1,250円

ケバブサンド 500円

トルコのスパイスたっぷり焼きハンバーグ 1,500円

シシケバブの盛り合わせ 2,500円

デリバリー・テイクアウト実施町内飲食店一覧

　大泉町では、新型コロナウイルス感染症の拡大による外食自粛ムードの中で、売上が減少している町内飲食店を応援しています。自宅や職場で楽しめるグルメ情報が満載です!!　是非ご活用くださ
い♪

更新日：Ｒ２．１１．５

1 レストラン
ペルー料理

Ayllus Restaurant
（アイルズ）

テイクアウト フェイスブック 63-2728 坂田7-5-25
月曜日
火曜日

11:00～19:00

2 レストラン アジアン・カフェ テイクアウト あり 62-7209 坂田7-22-12 月曜日

11:00～14:30
17:00～23:00

※通常時は
17:00～24:00

3 レストラン アリンガ テイクアウト なし 63-4240 吉田2466 木曜日 11:00～22:00

4 レストラン
ブラジル料理

CASA DA PIZZA
（カサ ダ ピザ）

テイクアウト
デリバリー

フェイスブック
インスタグラム 55-5440 富士2-16-14

月曜日
火曜日
水曜日

18:00～24:00

5 レストラン
ブラジル料理

CASA DO PASTEL
(カサドパステル)

テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 59-7919 坂田5-3-5 なし

平日　　　　
11:00～21:30
土曜日、日曜日
13:00～23:00　　

※コロナの状況によ
り変更あり

6 レストラン カサブランカ
テイクアウト
デリバリーは

検討中

フェイスブック
インスタグラム 55-3284 坂田4-18-1 水曜日 11:30～21:00

7 レストラン
ペルー料理

Capricho Restaurant
（カプリーチョ）

テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 62-5221 坂田5-22-12
月曜日
火曜日
水曜日

12:00～20:00
（現在、テイクア
ウト営業のみ）

8 レストラン
トルコ料理

GOLD OMUR
(ゴールドオムル)

テイクアウト あり 67-6191 坂田5-3-8 火曜日 10:00～24:00

https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Ayllus-Oizumi-942458755892142/
https://www.asean-bali-cafe.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/Casa-da-Pizza-oizumi-113352736732117/
https://www.facebook.com/casadopasteljp/?ref=py_c
https://ja-jp.facebook.com/casablancagroup.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/CAPRICHO-RESTAURANT-1436829716555810/
https://ja-jp.facebook.com/restaurant3838/


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

ステーキ丼 930円

タコライス 800円

赤身肉のオードブル 3,000円

パパ　アラ　ワンカイナ 500円

ロモ　サルタド 1,200円

セビチェ 1,200円

B弁当（カレー・ナン・サラダ） 500円

C弁当（カレー・ライス・ナン・サラダ） 650円

E弁当（カレー・ライス・ナン・
タンドリーチキン・サラダ）

850円

ハンバーグ各種 980円

塩麹チキン 980円

じっくり煮込んだドライカレー 880円

豚玉天 698円

チーズ玉天 698円

広島焼 790円

唐揚げ弁当 350円

野菜炒め弁当 350円

エビチリ弁当 350円

セビチェ 1,100円

ロモ　サルタード 1,200円

日替わりランチ 700円

チョーヤスペシャルヤキソバ 800円

スープモモ 600円

チョーヤスペシャルタリ 1,000円

チキンカレーセット 750円

マトンカレーセット 850円

ピッカーニャ 1,296円

ビフェ　ア　パルメジアーナ 864円

ビフェ　ア　セボラード 810円

9 レストラン The Days Cafe!!
(ザ デイズ カフェ)

テイクアウト あり 57-8414 朝日2-4-18
月曜日　　

第1日曜日

11:30～14:30　
17:30～24:00
ランチは平日の

み

10 レストラン
中南米料理

SABOR HUARLINO
(サボール ワラリノ)

テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 090-7852-2890 坂田7-18-20
火曜日
水曜日

（木曜日）
12:00～21:00

11 レストラン
スニタキッチン

＆ バー
テイクアウト なし 59-7236 坂田2-12-6 火曜日

11:30～15:00　
17:00～23:00

12 レストラン

スローダイニング・

ライズ
テイクアウト
デリバリー

検討中
あり 61-1279 坂田2-4-15

水曜日
第2木曜日

11:30～14:00
18:00～21:00

13 レストラン 村長さん テイクアウト あり 63-1930 坂田7-17-16 月曜日

11:30～14:00
17:00～24:00
※テイクアウト
11:30～14:00
17:00～19:00

14 レストラン 台味館 デリバリー なし 63-7688 寄木戸758-5 日曜日 11:00～22:00

15 レストラン
ペルー料理

TAKU TAKU
PERU RESTAURANT

（タクタク）

テイクアウト
デリバリー

検討中
フェイスブック 61-3388 坂田2-12-3 月曜日 12:00～20:30

16
レストラン
インド・ネ
パール料理

Ｃｈｏｙａ
（チョーヤ）

テイクアウト なし 080-9688-2977 坂田5-3-5 月曜日 11:00～22:00

17
レストラン
インド・ネ
パール料理 ドリーム テイクアウト なし 55-1990 西小泉4-25-15 月曜日

11:00～15:00
17:00～22:00

18 レストラン
ブラジル料理 パウリスタ テイクアウト フェイスブック 59-9630 坂田3-13-1

月曜日
火曜日

日曜日は
17時まで

水、木、土曜日
11:00～21:00

金曜日
11:00～22:00

http://www.thedayscafe.com/
https://ja-jp.facebook.com/sabor.huaralino.1
https://slow-dining-rise.com/
http://www7a.biglobe.ne.jp/%7Esonchousan/
https://www.facebook.com/Taku-Taku-Oizumi-232271277268601/
https://www.facebook.com/paulistabbq/?rf=630141414136340


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

CASH　BURGER セット 980円

NERO　BURGER　セット 980円

LORD　BACON　セット 980円

チキンターリセット 880円

バーベキューセット 1,400円

モモ 500円

かつ丼セット弁当 961円

天丼セット弁当 961円

唐揚げ（9個入り） 540円

コメルシアル 1,200円

サウガードス 220～280円

ハンバーガー
490～　　

1,070円

チキンカレー（ナン・サラダ付） 980円

チキンマサラ（ナン・サラダ付） 980円

バターチキンマサラ（ナン・サラダ付） 1,080円

焼きそばと生姜焼き弁当 850円

同上（3人前以上） 650円

焼肉弁当 864円

カルビ弁当 972円

ビビンバ弁当 648円

パン　コン　チチャロン 650円

ロモ　サルタード 1,100円

パン　コン　ミラネサ 650円

エスペトン・デ・ピカーニャ（300g） 2,112円

コメルシャル（200g） 1,945円

ムケッカ 1,330円

オムライスデミグラスソース（サラダ付き） 998円

和風チキングリル（サラダ付き） 998円

シーフードと野菜のカレー（サラダ付き） 998円

19 レストラン
ブラジル料理 BURGERYA

(バーガーヤ)
テイクアウト なし 090-7207-7660 坂田2-1-8 水曜日

12:00～15:00
17:00～22:00

20
レストラン
インド・ネ
パール料理

ＢＡＲＡＨＩ
（バラヒ）

テイクアウト
デリバリー

あり 55-8106 坂田5-9-1 月曜日 9:00～22:00

21 レストラン ばんどう太郎 テイクアウト
デリバリー

あり 63-8525 寄木戸1570-2 なし 11:00～21:30

22 レストラン
ブラジル料理 BIG BEEF

(ビッグビーフ)
テイクアウト あり 55-1264 坂田2-16-1 火曜日 9:00～20:30

23 レストラン
インド料理 ヒマラヤン テイクアウト なし 49-6555 古氷110-8 月曜日の夜

11:00～15:00
17:00～22:00

24 レストラン ミザール テイクアウト
デリバリー

なし
62-5131
090-4968-

0519
中央2-1-7 水曜日 9:00～15:00

25 レストラン 焼肉とうげん
テイクアウト
デリバリー

検討中
なし 63-7772 坂田5-1-5 なし 12:00～22:30

26 レストラン
ペルー料理

LA PERUANITA
(ラペルアニータ)

テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 55-5053
坂田5-19-1

　１F
なし

8:00～10:00
13:00～22:00

27 レストラン
レストラン
ブラジル

テイクアウト
デリバリー

あり 62-0994 西小泉5-5-3 水曜日

平日 
11:00～15:00
17:30～22:00

土・日
12:00～22:00

28 レストラン ロココダイナー テイクアウト フェイスブック 62-3227 城之内2-4-56 火曜日
11:00～15:00
17:30～22:00

https://barahi-indian-nepali-restaurent.business.site/
http://bandotaro.co.jp/
https://ja-jp.facebook.com/pages/category/Brazilian-Restaurant/Brazil-STAR-FOODS-Produtos-Brasileiros-e-BIG-BEEF-Restaurante-1694200230654191/
https://www.facebook.com/laperuanitaoizumi/
http://restaurantebrasil.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC-764882887242545/


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

焼肉弁当（税別） 500円

牛カルビ弁当 850円

肉野菜炒め弁当 650円

からあげ　5個 500円

カレー弁当 500円～

カレー、からあげカレー、ソーセージカレーなど 500円～

カツ丼 700円

カレーライス 500円

チャーハン 650円

店のメニュー全て（麺類以外）

高級ハンバーグ弁当（牛肉100％使用） 1,000円

海鮮丼 1,000円

各種弁当 750円～1,000円

懐石弁当 2,000円

幕の内弁当 1,500円

その他お総菜あります
6月末まで
10％オフ

うな丼 2,500円

うな重（肝吸付） 3,300円

上うな重（肝吸付） 4,500円

うなぎ弁当 2,500円

スッポン鍋（3～4人前） 15,000円～

上寿司 1,600円

並寿司 1,100円

上ちらし 1,600円

にぎり寿し 1,000円～

丼物 1,100円～

巻物 650円～

29 食堂 一平飯店 テイクアウト なし 63-2815 吉田3120 水曜日 17:00～20:00

30 食堂 お食事処 むら テイクアウト なし 63-1733 城之内3-19-1
月曜日
火曜日

平日
17:00～22:00

土日
11:00～14:00
17:00～23:00

31 食堂 田中菓子店 テイクアウト あり 62-4297 北小泉3-18-12 月曜日
8:00～18:00
※テイクアウトは

11:30～13:30

32 食堂 田中食堂 テイクアウト なし 63-1026 吉田3392
月曜日

第3日曜日
11:30～14:00
17:00～20:00

33 食堂 和香 テイクアウト
デリバリー

なし 55-1345 朝日3-3-25 木曜日
11:30～14:30
17:00～21:00

34 和食 日本料理 泉松 テイクアウト あり

55-6668
※前日午
前中まで
に電話

坂田5-17-9
月曜日
日曜日
（夜）

11:30～15:00
17:30～22:00

35 うなぎ 小堀うなぎ店 テイクアウト
デリバリー

あり 62-3134 朝日3-16-17 木曜日
11:30～14:00
17:00～19:30

36 うなぎ たつみ家 テイクアウト なし 62-2517 北小泉3-22-24 不定休
11:00～19:00

完全予約制

37 寿司 海幸 テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 63-0115 朝日4-8-10
月曜日
火曜日

11:30～14:00
17:00～22:00

38 寿司 銀寿司 テイクアウト
デリバリー

なし 63-3458 中央3-13-6 不定休
平日17:00～
土日11:00～

http://www.tanakakashiten.co.jp/
http://%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E5%92%8C%E9%A3%9F%E6%B3%89%E6%9D%BE.com/
https://unagi-kobori.com/
https://ja-jp.facebook.com/sushi.umisachi/


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

にぎりランチ・ちらしランチ 1,000円

にぎりランチ・チラシランチ（大盛） 1,400円

夜もお得なセットがあります！

特別にぎり 1,296円

特別ちらし 1,296円

上記メニュー以外1人前200円引(6/30まで)

いなり寿司 500円

のり巻きセット 460円

天麩羅弁当 1,000円

焼魚弁当 800円

から揚弁当 900円

お弁当 600円～

おつまみおかず 2,000円～

仕出し 2,000円～

からあげ弁当 500円

天丼 500円

唐揚げ（１パック） 500円

天もり 870円

親子丼 780円

かつ重（並） 840円

そば弁当 650円

ピザ 900円～

パスタ 750円～

パステル（各種） 540円～

弁当 1,134円～

丼ぶり 961円～

幕の内弁当スペシャル 800円

唐揚げ弁当 500円

ミックス弁当 600円

39 寿司 幸寿司 テイクアウト
デリバリー

フェイスブック
インスタグラム 62-2322 西小泉3-8-11 月曜日

11:30～14:00
17:00～22:00

40 寿司 照寿司 テイクアウト
あり

インスタグラム

63-6229
※事前に

予約
坂田7-13-1 月曜日

12:00～14:00
17:00～22:00

41 寿司 森川寿し テイクアウト
デリバリー

なし 62-5249 丘山1-10 水曜日 10:00～

42 割烹料理 味処 たび路
テイクアウト
※お弁当は水
曜日、日曜日

は休み

なし 63-8631 西小泉3-3-5

日曜日
祝日の
月曜日

※日曜日、祝
日も予約は承

ります

17:00～23:00

43 割烹料理 たつの家 テイクアウト
デリバリー
（要相談）

あり 63-6663 坂田7-10-12 月曜日
11:30～14:00
17:00～22:00

44 季節料理 つくし テイクアウト フェイスブック 61-0366 朝日4-6-13
日曜日　　
祝日の
月曜日

11:30～13:00　
17:30～19:00

45 日本そば いづみ家
テイクアウト
デリバリー2

品以上
（配達先は要

相談）

なし 62-5245 東小泉1-2-3 日曜日
11:00～14:30
17:00～19:30

46 日本そば せんごく庵 テイクアウト
デリバリー

なし 62-4808 仙石3-15-15
月曜日

火水木は　
午後休

11:30～13:30
17:30～19:00

47 居酒屋 カミナルア テイクアウト フェイスブック 55-2121 坂田2-14-7 水曜日

平日 
17:00～24:00

土・日・祝
11:00～24:00

48 居酒屋 酒菜 桜 テイクアウト フェイスブック 62-3353 吉田2466-87 火曜日
11:30～13:30
17:00～22:00

https://ja-jp.facebook.com/pages/category/Sushi-Restaurant/%E5%B9%B8%E5%AF%BF%E5%8F%B8-682806598494095/
https://www.teru-zushi.com/
https://tatsunoya6663.web.fc2.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E6%96%99%E7%90%86%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%81%97%E5%A4%A7%E6%B3%89%E7%94%BA%E6%9C%9D%E6%97%A5-369869556408082/
https://www.facebook.com/kaminalua/posts/1216428568688725
https://www.facebook.com/pg/syusaisakura/posts/?ref=page_internal


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

からあげ弁当 760円

チキン南蛮弁当 800円

牛スタミナ焼弁当 900円

やきとり丼弁当 500円

おつまみセット 800円

他の料理もテイクアウトできます

焼鳥　12種類　1本 198～297円

国産鶏　からあげ 704円

焼おにぎり、サラダセット 533円

エビチリ 950円

かに玉 800円

ギョーザ 310円

もつ 410円

チャーハン 610円

家庭向けのラーメン（５食） 1,750円

チャーハン 680円

ギョーザ 380円

餃子 380円

チャーシュー 420円

餃子 350円

餃子 310円

もつ煮 400円

チャーハン 660円

からあげ300g 680円

やきそば（ソース・塩） 450円～

弁当 620円～

49 居酒屋 とんとん テイクアウト あり 63-4711 仙石1-38-14 木曜日

11:30～14:00
18:00～23:00

金土夜は
～24時

50 居酒屋

やきとりバー

風雷坊大泉店
テイクアウト フェイスブック 62-7388 西小泉3-13-20 月曜日 15:00～23:00

51 焼鳥 焼鶏や 鳥太 テイクアウト なし 55-3099 寄木戸924-1 日曜日 18:00～23:00

52 中華料理 菜苑 テイクアウト なし 63-5968 朝日4-1-2 月曜日
11:30～14:00
17:30～21:00

53 中華料理 まるよし テイクアウト なし 62-2707 西小泉3-15-5 月曜日
11:30～14:00
17:00～21:30

54 中華そば
くるまやラーメン

大泉店
テイクアウト あり 63-4230 坂田2-16-7 不定休

11:00～14:00
17:30～23:30

55 中華そば ピリカ テイクアウト なし 63-7370 坂田7-1-8
水曜日
火曜日
（夜）

11:00～14:00
16:00～19:30

56 中華そば まりも テイクアウト なし 63-6563 寄木戸1586-2 月曜日 11:00～20:30

57 ラーメン サロマ テイクアウト なし 63-0825 朝日3-12-10 火曜日
11:00～14:00
17:00～20:30

58 弁当
ごはん☆バー

ゴールデンタイム
テイクアウト あり 55-8642 西小泉5-5-7

リバーストンビル１F
火曜日

11:30～14:00
17:00～22:00

https://ton-ton.owst.jp
https://ja-jp.facebook.com/people/%E9%A2%A8%E9%9B%B7%E5%9D%8A%E5%A4%A7%E6%B3%89/100012610308013
http://www.kurumayaramen.co.jp/index.html
https://japanese-izakaya-restaurant-7336.business.site/


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

シュラスコ　フェイジョアーダ P.600円

コロッケ・お菓子 M.700円

パーティ用 G1,000円

アサイーフルーツ・ムースS 700円

アサイーフルーツ・ムースM 900円

ビッグカップ 1,800円

お弁当 750円

スープ 350円

セット 1,000円

グラタンパン 680円

珈琲館ハウスサンド 500円

三元豚のカツサンド 640円

チーズパン（ポンデケージョ） 55円

ピッカーニャ（シュラスコサンド） 700円

ビッグトミ 790円

トッドバーガー 750円

軽食全般 350円～

豆乳シルク食パン 2斤 750円

あん食パン 1斤 500円

各種菓子パン 120円～

ドネルケバブ（Mサイズ） 550円

ケバブ丼（Mサイズ） 600円

フライドポテト 350円

サーターアンダギー 1個　50円

沖縄そば　　　　 500円

タコライス 500円

お好み焼き（玉子） 350円～

焼きそば（小） 270円～

たい焼き（3種類） 140円

59 弁当
ブラジル料理 BAKANA

（バカナ）

テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 55-4664 西小泉2-21-12 月曜日

平日 
18:00～20:30

土・日
11:00～20:00

60 喫茶 Acaiya
(アサイーヤ)※アサイードリンク

テイクアウト フェイスブック 62-7333
西小泉5-5-12
永楽ビル１F3

火曜日
水曜日

11:00～20:00

61 喫茶 cafe ひびきや テイクアウト フェイスブック 55-8859 西小泉3-9-1

月曜日
火曜日

第1，3，5
日曜日

11:00～17:00

62 喫茶 珈琲館 テイクアウト あり 63-2955 東小泉2-34-24 なし 8:00～17:00

63 軽食 ＴＯＭＩのパン屋さん
テイクアウト
デリバリー

（大泉近郊）
なし 61-1030 坂田3-7-4

月曜日
火曜日(臨

時)
8:00～19:00

64 軽食
ブラジル料理

パステラリア＆
ランショネテドパウロ

テイクアウト なし 62-3792 坂田4-8-1 水曜日 5:00～18:00

65 軽食 村田製パン所 テイクアウト フェイスブック 63-3465 城之内1-2-9 不定休 10:00～

66 軽食
イラン料理 ケバブ・ハウス テイクアウト なし 090-4029-7245 坂田2-1-8 水曜日 11:30～21:00

67 その他 沖縄料理 島人 テイクアウト インスタグラム 080-5065-9531 寄木戸430
日曜日
月曜日
祝日

11:00～19:00

68 その他 ねぎちゃん テイクアウト なし 63-2597 富士3-7-19
なし

（不定休）
10:00～15:00

https://www.facebook.com/pages/Refei%C3%A7%C3%B5es-Bakana/842179282596707
https://ja-jp.facebook.com/acaiyaoizumi
https://ja-jp.facebook.com/Hibikiyacafe/
https://www.kohikan.jp/oizumi/
https://www.facebook.com/hidenothide/?modal=admin%20todo%20tour
https://www.instagram.com/okinawa__shimanchu/


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

フランスパン 50円

総菜パン各種 250円

ケーキ各種 200-350円

春のグルメクォーター Mサイズ 2,280円

よくばりクォーター Mサイズ 1,980円

テリヤキチキン Mサイズ 2,100円

ナン 250円

チキンキーマカレー 700円

チキンタンドリ 800円

海鮮丼 1,080円

天ぷら定食 1,080円

焼魚定食 1,080円

山芋ステーキ 750円

肉野菜炒め 750円

焼うどん 650円

天ぷら 800円

とんかつ 800円

からあげ 800円

ホルモン 460円

カシラ 600円

ハラミ 750円

チャーハン 600円

炙りチャーシュー丼 700円

ギョーザ 370円

ニラ玉 550円

９品プレート（季節の料理の詰め合わせ） 900円

日替わり料理 800円

オムライス 720円

ハンバーグ弁当 1,000円

69 その他
ブラジル料理

CONFEITARIA
MONTE FUJI
（モンテフジ）

テイクアウト  
専門店

フェイスブック 63-2343
富士3-1-1

後谷ビル103
月曜日
火曜日

水曜日～金曜日
9:00～19:00

土曜日、日曜日
8:00～20:00

70
宅配・　　

テイクアウ
トピザ

ピザーラ
太田大泉店

テイクアウト
デリバリー

あり 63-4200 坂田3-14-5 なし

平日
16:00～22:30

土･日･祝
11:00～22:30

71 レストラン チャウラシパリカ テイクアウト
デリバリー

フェイスブック 57-6919 西小泉4-24-16 なし
11:00～15:00

土･日･祝
17:00～3:00

72 居酒屋 旬香 テイクアウト あり 62-1497 寄木戸1436-4
月曜日

第3日曜日
11:30～14:00
17:00～21:00

73 居酒屋 居酒屋 黒猫 テイクアウト なし 090-5543-2118 吉田1071-120 木曜日 17:00～20:00

74 食堂 喜久家 テイクアウト
デリバリー

なし 63-6189 富士2-5-14 火曜日
11:30～14:00
17:00～20:00

75 焼肉

ホルモンダイニング

囲炭
テイクアウト あり 55-4895 朝日3-3-26 不定休 20:00～2:00

76 中華そば

手打ちラーメン

鈴音
テイクアウト なし 090-4620-1014 北小泉3-12-3 水曜日

11:00～14:30
17:00～21:30

77 居酒屋 居酒屋 なんも テイクアウト インスタグラム 62-7657 東小泉1-14-29
火曜日
水曜日

11:00～14:00
17:30～24:00

78 レストラン キッチンしみず テイクアウト なし 63-1742 朝日5-22-21
日曜夜
月曜日

11:30～14:00
18:00～20:00

https://ja-jp.facebook.com/katia.barretobarroso.77
https://www.pizza-la.co.jp
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%91%E3%83%AA%E3%82%AB-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%88%E3%83%8D%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%90%E3%258
https://ameblo.jp/syunka-a/
https://horumon-izumi.com/
https://www.instagram.com/fukky.boo/?hl=ja


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

ナン・チキンカレーセット 600円

サモサ4ヶ 600円

タンドリーチキン2ヶ/4ヶ 450円/900円

うなぎ定食 1,620円

天ぷら定食 1,296円

ロースカツ定食 1,080円

日替わりおかみさん弁当 400円

唐揚げ弁当 500円

チャーハン 500円

並うなぎ弁当 3,186円

上うなぎ弁当 4,212円

うなぎ蒲焼き 2,484円

そば・うどん弁当 510円

ミニ天丼セット 1,020円

冷やしたぬきそば・うどん 720円

とりの唐揚げ/イカの唐揚げ 500円/700円

焼きそば 400円

ピザ(日曜の昼間のみ） 大800円/小600円

自然食ランチ 850円

薬膳カレー 850円

雑穀米のオムライス 850円

トリオマリーノ（エビ・イカ・魚） 1,500円

タクタクコンローモ（牛肉と豆料理） 1,200円

セビーチェ（魚のマリネ） 1,200円

ハンバーグ弁当 950円

グリルチキン弁当 950円

タコライス 880円

インドカレー 500円

インドカレーとターメリックライスセット 700円

チャイ 300円

79 レストラン
インド料理

LARIGURASA
(ﾗﾘｸﾞﾗｻ)

テイクアウト
デリバリー

なし 61-1005 吉田1031-5
第2第4
火曜日

11:30～14:00
17:00～20:00

80 和食 和食 やながわ テイクアウト なし 63-0904 朝日3-1-2 月曜日
11:30～14:00
17:00～22:00

81 弁当 おかみさん デリバリー なし 63-1625 朝日3-32-22 月曜日 10:00～21:00

82 うなぎ 都屋 テイクアウト あり 62-6197 寄木戸645-1
月曜日　　

第3火曜日
11:00～14:00
17:00～20:00

83 日本そば 手うち庵 テイクアウト あり 63-3151 住吉55-2 金曜日 11:00～18:45

84 居酒屋 ＴＯＹ ＢＯＸ テイクアウト なし 55-3679 吉田2466-2 水曜日 17:00～24:00

85 レストラン ラ･スール テイクアウト なし 62-0855 朝日3-14-3
日曜日　　
月曜日　　
木曜日

11:00～14:00

86 レストラン EL PAISA
(エル パイサ)

テイクアウト
デリバリー

あり 090-2322-3061
坂田5-19-1

エース坂田2Ｆ
火曜日 12:00～20:00

87 レストラン カフェ・ド・アルフレッド テイクアウト あり 55-4421 寄木戸225
月曜日
火曜日

11:30～15:00
18:00～20:00

88 レストラン ハラールショップ ラジャ テイクアウト インスタグラム 62-2155 古氷143
土曜日のみ

営業中
11:00～18:00

http://www.unagi-miyakoya.co.jp/
https://www.twj.co.jp/oizumi/food/teuchian/index.htm
http://www.findglocal.com/JP/Ota-shi/483999641780243/El-Paisa-Restaurant
http://cafe-de-alfred.com/
https://www.instagram.com/raja_halalfood


NO. ジャンル 店　　　名
テイクアウト
デリバリー

ホームページ 電話番号 住　　所 定休日 営業時間 メニュー 金額

各種幕の内弁当 324円～

各種のり太巻 378円

各種団子・和菓子 76円～

松花堂弁当１・２ 各1,600円

松花堂弁当３ 1,200円

松花堂弁当４ 900円

もりそば/もりうどん 各550円

ソースカツ重 800円

すき焼重 800円

ミックスピザ 748円

串焼盛り合わせ 748円

とりからあげ 690円

五目チャーハン 380円

餃子 180円

かき氷 500円～

3色ごはん（日替わり） 500円～

惣菜、煮物 ほか 500円～

ビビンバ丼 750円

オムレツ風カレー 750円

スパゲティー 650円

89 軽食 たかのチェーン
大泉店

テイクアウト なし 63-6960 西小泉5-14-4 月曜日 8:00～18:00

90 仕出料理 東毛給食センター
テイクアウト
デリバリー  　

(共に4つから
注文可)

あり 62-4181 古氷22-20 日曜日 8:00～17:00

91 日本そば･
うどん 美むら庵 テイクアウト

デリバリー
なし 63-5635 古氷11 火曜日 11:00～14:30

92 居酒屋 養老乃瀧
大泉店

テイクアウト なし 63-4212 西小泉3-2-17 日曜日 17:00～23:00

93 中華料理 眞味館 テイクアウト なし 61-1578 坂田2-2-31 なし
11:00～14:30
17:00～23:30

94 レストラン
おとなのもんじゃ　　

なんぼのもんじゃ
テイクアウト なし 63-7618 朝日1-4-13 水曜日 11:00～22:00

95
日替わり
ランチ
喫茶

コーヒー＆キッチン　　

もみの木
テイクアウト なし 62-4264 朝日4-6-20

日曜日
月曜日
火曜日

10:00～20:00

https://tomo-kyusyoku.com/

