
　※こちらは、コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛により、現在テイクアウトを実施しているお店です。 （随時更新）

地区 店舗名 ジャンル 住所 電話 メニュー 提供時間 備　考

板橋 ダイニング テルポリート　 洋食 板橋2-64-3 3961-8334 ★日替わりランチ 　11:00～13:30　 e-mail

四ツ又商店街 FAX ★ハンバーグステーキランチ 17:00～20:00 wancha200@gmail.com

3961-8334 ★オムレツランチ

★エビフライとハンバーグスの盛合せランチ 日・祝日定休 ※電話予約を

★その他色々 お勧めします

ランチメニューは全てテイクアウト可能♪

ネットのランチメニューをご参照ください♪

板橋 ＧＯＰＡＮ・５８ パン 板橋2-65-19 5944-1566 ★ベーグルサンド　500円（税別）

四ツ又商店街 パールﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F ★サラダ＆ドリンクセット　380円（税別）

あったかスープもテイクアウトできます♪

焼き立てのベーグルで作る野菜たっぷりの

ベーグルサンドはいかがですか？♪

板橋 板橋大勝軒　なりたや ラーメン 板橋2-60-1 3962-4607 全品テイクアウトできます！

四ツ又商店街 麺は袋に入れますが、中華そば・もりそばは

スープがこぼれないようにパック・鍋等ご持参ください。

また、当店に繰り返し使える冷凍庫・電子レンジ使用

可能なパック（3人分用￥110）を用意しています！

★チャーシュー100ｇ￥300／中華そば￥790

★もりそば￥790／まぜそば（油そば）￥890

板橋 日本そば　扇屋 蕎麦 板橋1-46-3 3961-3811 ★かつ丼　　990円 11：00～14：00 時間等の変更もあり

駅前本通り ★おやこ丼　　930円 17：00～19：00

★天丼　　1100円

★もりそば　　600円 日曜定休

★天もりそば　　1100円

板橋　仲宿 居酒屋　新八 居酒屋 仲宿4-11-1F 5943-7110 ★鶏照り焼き丼　　500円（税込み） テイクアウトのみ

　板橋仲宿店 ★鶏炭火焼丼　　500円（税込み） 11：30～20：00

★炭火焼き鳥　各種 無休

【板橋区テイクアウト実施店舗】

　※お店の都合により、営業時間や休業日が変更になる場合がありますのでご確認ください。



板橋　仲宿 韓国料理　かん 韓国料理 仲宿44-4-2F 6912-4034 ★サムギョプサル（２人前）サンチュ　　2550円

★牛サムギョプサル（2人前）キムチ　　2550円

★豚肩ロース（2人前）ネギサラダ付き　2330円　

★ちぢみ　970円　　★フライドチキン　（4P）840円

★ヤンニョムチキン（4P）950円　★トッポギ970円

★チャプチュ　840円　★ボサム　1300円

他多数あります♪

板橋　仲宿 ドリームズカフェ カフェ 仲宿63-10-2F 5375-5502 テイクアウトメニュー　全て750円　大盛ライス無料 テイクアウト

★Ａ：ローストポーク＆ライス 16：：00～20：00閉店 電話予約ＯＫ

★Ｂ：チキンソテー＆ライス

★Ｃ：ハンバーグ＆ライス 土・日・祝日

★Ｄ：タコライス　　 12：00～18：00閉店

★Ｅ：キーマカレー 月曜定休

板橋　仲宿 おまちどう　仲宿店 お弁当・お惣菜 仲宿56-17 3963-6797 手づくりのお弁当・お惣菜をご用意しています♪

★丼　400円～

★お弁当　500円～

★夕方・店頭にて揚げ物も販売中！！
ぜひお立ち寄りください♪

板橋　仲宿 松葉屋精肉店 精肉店 仲宿45-8 3961-4414 ★豚モツ煮込み　100グラム　180円

★焼豚（手作り）　100グラム　390円

★手作りポテトサラダ　　100グラム　120円　

★　〃　マカロニサラダ　100グラム　１２０円

★　〃　味付けもやし　　1パック　150円

★自家製タレ味付け」肉　100グラム

（牛肉）500円　（鶏肉）220円　（豚肉）220円

大山 焼肉ホルモン 焼肉 大山町31-2-2F 6909-3374 ★チャーシュー丼　500円　 11：30～19：00

ハッピーロード ふーちゃん家 3026 ★照焼チキン丼　500円

★牛カルビ丼　680円（外税） 変更有り

★その他ナムル、キムチ等も持ち帰りできます。

大山 とんかつ・豚しゃぶ とんかつ 大山町6-9 3530-9771 ★カツサンド　500円（税込）　 11：30～19：00 電話予約　不可

ハッピーロード 　　　　創作料理　銀扇 豚しゃぶ ★その他、とんかつ全品お持ち帰りできます。 定休日なし



創作料理

大山 大山園 お茶小売 大山町6-8 3956-0471 ★抹茶ラテ　400円　 10：00～19：00 電話予約　可

ハッピーロード 　日本茶喫茶 ★抹茶クリームラテ　480円

★抹茶チョコラテ　540円 定休日

★ほうじ茶ラテ　400円 第3火曜日

★ほうじ茶クリームラテ　480円

★ほうじ茶チョコラテ　540円

大山 うろこ家 居酒屋 大山町31-2　 3554-0153 弁当（汁物付き） 11：30～20：00

ハッピーロード 　　海鮮・天ぷら 松長ビルB1F ★天ぷら弁当（並）1,000円／（上）1500円 LO 19：00）

★天丼弁当　（並）1,000円／（上）1500円

★彩り弁当　1,800円　★からあげ弁当　700円 定休日：水曜日

★日替わりのっけ弁当　800円

サイドメニュー 電話予約　可

刺身　750円～

ソフトシェルクラブ　750円～

※その他にもサイドメニューあり

中板橋 かうべる 喫茶店 中板橋20-9 080-5695- ★カレーどんぶり　500円 11：00～18：00

3026 　ラードと小麦粉を使った懐かしいカレールー 土曜か日曜休み

　コロッケとゆで卵をトッピング

FAX ★おにぎりパック　300円

3963-5040 　梅干と鮭フレーク各1個　ゆで卵漬物付き

★タピオカドリンク　各350円

　ミルクティー・抹茶・黒糖・キャラメル・カフェオレ

中板橋 中華　味楽 中華料理 中板橋7-9 3963-0126 ★ラーメン　500円　★タンメン ７００円 土曜・日曜休み

★広東メン　750円　★餃子　350円

★マーボー丼　750円

エビチリ丼　850円

上海焼きそば　600円

五目あんかけ焼そば　750円

中板橋 ドトールコーヒーショップ 喫茶店 中板橋23-2 3964-6840 全ての商品がテイクアウトできます♪ 平日

　中板橋北口店 ★コーヒー及びドリンク各種 7：00～18：00

　ケーキ 土・日・祝

モーニングメニューは朝10：30まで 8：00～15：00



（変更あり）

中板橋 蒔田鮨（マキタズシ) 寿司 中板橋18-11 3961-7724 刺身・寿司 11：30～14：00

★刺身盛　1人前から～

★にぎり寿司・ちらし寿司 17：00～20：00

　（並）（中）（上）（特上）（特選） 水曜定休

　ランチメニューも可

中板橋 カレーハウス カレー 中板橋14-12-1F 5943-2721 種類豊富なおいしいカレーを用意しています♪ 自粛期間中

COCO壱番屋 お客様お好みのカレーをどうぞ！ 11：00～20：00

東部中板橋駅前店 FAX 宅配カレー1点からお届けします テイクアウト・宅配

5248-0266 ★サイドメニューもテイクアウト 11：00～22：00

中板橋 遊食亭　ろあ 洋風居酒屋 中板橋19-3 3964-3476 日替わり弁当　1日2～3数類 自粛期間中

メニューの中からお惣菜 11：30～20：00 電話注文ＯＫ

★生ハムのチーズ巻きアンチョビとニンニクのマリネ お待たせいたしません

★蒸し鶏のサラダ梅と柚子こしょう風味 日曜定休

★魚のムニエル・のりとわさびのクリームソース

★ふんわりオムレツ気まぐれソース

★鶏むね肉のカリカリソテー香草マヨネーズ

★鶏もも肉のから揚げ

★チリコンカン　など家飲みのお供にどうぞ♪

中板橋 中華料理　和唐 中華料理 仲町35-3 3972-6695 ★380円メニュー 自粛期間中

エビチリソース／上海焼そば／五目チャーハン／酢豚 11：00～14：30

FAX 焼餃子／春巻き／鶏肉から揚げ／エビ卵野菜炒め 17：00～20：00

3972-6695 ★500円メニュー

鶏肉甘辛炒め＋ライス／ニラレバ＋ライス 木曜定休

マーボー豆腐＋ライス／チャーハン＋焼餃子

蒸し鶏ネギソース／トマトと卵炒め＋ライス

店内全メニュー持ち帰りできます

中板橋 山喜多 もつ煮込み 中板橋15-5 5944-2405 日替わりでいろいろ提供いたします テイクアウト 店内営業

FAX ★もつ煮込み 16：00～ 16：00～20：00

5944-2415 ★シロコロ 無くなり次第終了 ラストオーダー

★カラコロ 19:00

★から揚げ



中板橋 とり鉄 焼き鳥 中板橋15-5 6905-4080 ★とり鉄オリジナル〝からあげ弁当” 12：00～19：00

★親子丼

★焼き鳥丼

★きとり　9種類テイクアウト

　（もも／ねぎま／とり皮／バラ／ハツ／レバー

　ボンじり／つくね／砂肝）

中板橋 天ぷら　大黒家 天ぷら 中板橋18-10 3961-3037 ★ミニ天丼　600円 11：00～14：30

★天丼　900円 17：00～20：00

★天ぷら盛り合わせ　1000円 火曜定休

★天ぷらライス付き　1200円

中板橋 たこ焼　いわっち たこ焼き 中板橋15-17 6314-4811 ★たこ焼　6個　　380円 12：00～20：00

★たこ焼　8個　　470円

★6個×2パック　680円 火曜定休

★8個×2パック　890円

中板橋 やきとん　万備 やきとり 中板橋13-11 6912-4455 ★串焼き・・・レバー・はつ・なんこつ各種　 14：00～19：30

居酒屋 ★一品料理・・・山形だし・はらみ味噌チーズ

　タンネギポン酢・ポテサラ・マカサラ、 木曜定休

　塩だれネギタン

★じゃがバター他各種　取り揃えております。

中板橋 松屋　中板橋店 牛丼・カレー 中板橋21-2 5943-9661 安心・安全　国産キャベツを使用しています 店内
19：00～5：00 アルコール商品の販売は休止します 5：00～20：00 https://r.gnavi.co.jp/e910201/

★牛めし（並）＋生野菜　400円
★おかず単品弁当　25％オフ テイクアウト
　プレミアム牛丼　300円⇒230円 20：00～5：00
　プレミアム牛皿大盛　420円⇒350円　

中板橋 ペルケノ ピザ 中板橋26-7 080-3609- ★ピッツア

0815 マルゲリータ￥900／マリナーラ￥800 11：30～14：30 https://percheno.crayonsite.com/

ディアボラ　￥1100／ロマーナ　￥1200

シラスと青のり￥1200／パニーノ￥500 月・火定休日

クワットロフォルマッジ￥1300／フンギ￥1500 percheno3228@gmail.com

★前菜ドリンク ５月中は月・火
パルマ産生ハム￥600／タコのトマト煮￥600 休みで店内は
大粒オリーブマリネ￥400／豚肉香草巻き￥700 休業しています ご予約をお願いします
イタリアンソーダ￥400／桃のアイスティー￥400 再開の目処が

https://r.gnavi.co.jp/e910201/
https://percheno.crayonsite.com/
mailto:percheno3228@gmail.com


自家製ジンジャエール￥400／ビール各種￥500 立ちましたら ご予約は電話・メール

2～3名様用前菜盛り合わせ　￥3500 HP・SNSにて SNSから
★その他 発信します。
お家で作れるピザキット　
マルゲリータ￥1500　6種のチーズ￥2000

上板橋北 喫茶さかもと カレー 常盤台4-30-4 3934-4018 カレーの種類　ポーク・チキン・豆・キーマ 11：00～14：00 （通常：月・火　定休）

常盤コーポ1F ★カレー4種　各800円 土曜・日曜休み

★カレールーのみ700円

★コーヒー300円

★コーヒー豆（カップ2杯）200円

上板橋北 イタリアンバルCOCO イタリアン 常盤台4-32-9 3935-1676 日替わりランチパスタ　テイクアウト500円 11：30～14：30 ピザが食べたい時に

★ピザテイクアウト 16：00～19：30 COCOのおいしいピザを

★マルゲリータ　1550円 お持ち帰りしてください

★シーフードピザ　1650円 木曜日定休

★ミックスピザ　1350円（箱代200円）

上板橋北 よろい鮨 寿司 常盤台4-20-2 3935-8007 お寿司

出前もやっています

上板橋北 ネパールダイニング カレー 上板橋3-2-1 3931-2200 ★1種カレー弁当　580円 11：30～15：00 当店はスパイスを使った

　　　スルエシー 　（選べるカレー1種・ナン又はライス・付合せ） 17：00～20：00 料理を提供

★2種カレー弁当　900円

　（選べるカレー2種・ナン又はライス・付合せ）

★BBQカレー弁当　800円

　（選べるカレー1種・ナン又はライス・付合せ・

　タンドリーチキン）

　選べるカレーは、牛すじ煮込みカレー・

　キーマカレー・チキンカレー・野菜カレー等多数

上板橋北 とんかつ根岸 とんかつ 常盤台4-30-3 3937-7681 ランチ提供品はお持ち帰り対応です

★しょうが焼き定食　900円

★ロースかつ定食　　900円

上板橋北 ぽけっと＆ロリカ 洋食他 常盤台4-29-15 3933-1718 　単品1品で450円 9：00～17：00

★オムライス　450円



★ピラフ　450円　　　★焼そば　450円 日曜休み

★スパゲッティー　450円

上板橋北 上板橋キッチン良ちゃん ホルモン 常盤台4-33-3 6906-4406 ★特製豚丼　（540円）　　すべて税込み

★タコライス　（540円）

★もつ煮カレー　（520円）

★良ちゃんの肉しゅうまい3個　（320円）

その他要望がありましたらできるだけ対応します。

上板橋北 泰国料理 泰国料理 上板橋3-4-13 6913-0187 お持ち帰り弁当　ライス（麺）の大盛＋200円

シーサイアムダイニング -101 ★ガパオライス（750円）　パッタイ（700円）

★トムヤンクヌードル（750円）

★カオマンガイ（700円）

★エビチャーハン（650円）

★グリーンカレー（650円）

その他1品料理何でもお持ち帰りできます♪

上板橋北 デニーズ上板橋店 泰国料理 常盤台4-25-6 5398-4097 〝お食事応援キャンペーン”

★お子様メニュー　3品半額

★お子様ランチ

★お子様ハンバーガー

★お子様カレー

〝テイクアウト全品20％ＯＦＦ”

上板橋北 Ｂａｒ　Ｙ’ｓカフェ カフェ 上板橋3-10-1 3550-2277 お店の味をそのままご自宅で楽しめます♪ 16：00～20：00

★オムライス

★ハンバーグ 日曜定休

上板橋北 居酒屋　花門 居酒屋 上板橋3-6-7 3935-0618 店内のメニューはお持ち帰りできます♪ 15」00～20：00

　特におすすめ！

★スパイシーしょうが焼き 火曜定休

上板橋北 ちょっと 居酒屋 常盤台4-30-11 3936-2983 ごはんのおかずとおつまみを特別価格で提供中♪ 16：00～20：00

ほんの１例です。お電話にて伺います。

★やきとり（2本）・ねぎま　（300円） 日曜定休

★とり皮　（250円）・合鴨つくね（３００円）

★鶏唐揚げ・肉豆腐・しらすオムレツ　（450円）



★豚ロースかつ　（570円）

上板橋南 お多幸 おでん 上板橋1-27-7 3931-9610 　ランチ　豚汁付き　680円 11：00～15：00 4月いっぱいまで

★おせん定食（豆めし） 土曜・日曜休み

★麦とろ定食

　テイクアウト

★おでん

上板橋南 SPICE食堂　上板橋 カレー 上板橋1-27-6 6915-7565 ★1種カレー弁当　580円 11：00～20：00 当店はスパイスを使った

　（選べるカレー1種・ナン又はライス・付合せ） 料理を提供

★2種カレー弁当　900円

　（選べるカレー2種・ナン又はライス・付合せ）

★BBQカレー弁当　800円

　（選べるカレー1種・ナン又はライス・付合せ・

　タンドリーチキン）

　選べるカレーは、牛すじ煮込みカレー・

　キーマカレー・チキンカレー・野菜カレー等多数

上板橋南 小籠包bar　HASHIYA 上板橋2-30-2 6338-1187 ★本格麻婆豆腐￥600（+200円で丼に変更可能） 12：00～20：00

★エビチャーハン￥800　★角煮チャーハン￥800

FAX ★炙りトロ角煮丼￥600（+50円で温玉） 月曜定休

5922-2264 ★陽春麵（ヤンツンメン）※汁無し麺　￥500 祝日の場合は翌日

★マーラー麺※汁無し麺（辛いです）￥700　

★日替わり弁当￥650　★特製五目ちまき￥500

★フライドポテト￥300　★チーズソースポテト￥600

★ガーリックバター醤油ポテト￥500

★羽根付焼き餃子￥300　★もちもち水餃子￥300　

★塩だれきゅうり￥300　★梅マヨきゅうり￥300

★炙りお肉4種盛り￥650　★もち米肉団子（5個）￥400　

★ベーコンたっぷりポテトサラダ￥400

★HASHIYAの油淋鶏￥600★HASHIYAのよだれ鶏￥600　

★HASHIYAのエビチリ￥900

★クアパオ（台湾式バーガー）￥250

★HASHIYAの若鶏からあげ￥500　

★タピオカドリンク各種￥400　（・ミルクティー他

志村 和用だいにんぐ 居酒屋 志村2-2-5 6279-8255 ★生本まぐろ丼　900円 完全予約制



　　　　酒らふ ★まぐろとまだいの2色丼　900円 前日までに電話

★親子丼　700円

★汁なし担々麺　700円 https://retty.me/area/PRE13/ARE24/SUB2401/100001202360/

★豚しゃぶサラダ丼　700円

★焼き鯖サンドウイッチ　600円

　他メニュー多数あります

志村 和田屋食品店 海鮮料理 志村1-33-14 3966-6217 ★焼き魚（炭火焼）

　板橋いっぴんの鮭・鯖・鰯（●母子・メザシ）

　ホッケ・子持柳葉魚

　150円から400円　いろいろな魚があります

志村 魚まる 居酒屋 志村1-34-1 5994-0628 ★お刺身・揚物・焼物など 17：00～20：00

お店にあるメニューのほとんどテイクアウトOK 毎日

志村 焼肉ホルモン焼き　大地 焼肉 志村1-34-20 6789-2989 ★牛はらみ弁当　1080円 15：00～30分

★牛カルビ弁当　1620円 お電話でも承ります

★牛ロース弁当　1404円 日曜・月曜休み

★ビビンバ　　　　７５６円

★ビビンバカルビ弁当　1944円

店内、個数によりおまたせ時間が異なります

お電話でも承ります

西台 カフェアンドバー ロコモコ 高島平9-1-9 6906-8704 ★ロコモコBOX　880円 11：00～19：30 デリバリーは現在

　　ハナレイ メトロード西台 ★ガーリックシュリンプBOX　880円 火曜日定休 高島平・蓮根・坂下

3番館 ★モチコチキンBOX　880円　 地区になります

★ハワイアンmixプレート　1200円 詳しくはインスタグラム

★ハワイアンチキンカレー　780円など hawaiiancafehanalei

成増北口 中華料理　西遊記 中華料理 成増3-41-14 5967-3070 店内の商品は 11：30～15：00

全てお持ち帰り可能です 17：00～23：00

光が丘 ごはんレストラン ごはん料理 赤塚新町 6909-2370 日替わりランチのお弁当　他多数商品あります♪ 11：30～14：00

　　　　　　　セージ 3-32-14-109 ディナー弁当をテイクアウト♪ 16：30～19：00

【ランチ】会津産コシヒカリ米を使用！

★火曜→から揚げ弁当600円　 日曜・月曜休み

★水曜→生姜焼き弁当600円　

https://retty.me/area/PRE13/ARE24/SUB2401/100001202360/


★木曜→お魚の煮付け弁当600円

★金曜→鶏の照り焼き弁当600円　

★土曜→ハンバーグ弁当980円

【ディナー】会津産コシヒカリ米　各1480円

★北海道いくらと鮭のかまど釜飯セット

★赤チャーシューと肉味噌かまど釜飯セット


