
「持ち帰り」テイクアウト・「出前」デリバリー店舗一覧 R2.5.7更新

№ 事業所名 住所 持ち帰り・出前 主なメニュー・価格 詳細 電話番号

1 船町食堂 境町本船町1598 持ち帰り・出前

①生そば３人前持ち帰り
　　　　　　1,840円

②天ぷら　注文時要相談

営業時間　11：00～14：00
　　　　　　　17：00～19：00

注文時間　8：00～品切れ次第終了
配送時間　要相談

　〃　範囲　要相談

定休日　　　土曜日

0280-87-0368

2 真美善  大串 境町上仲町1476-2 持ち帰り・出前

①うな重　3,685円

②天婦羅御膳　2,000円

③天重　1,360円

営業時間　11：00～14：00
　　　　　　　17：00～19：00

注文時間　  9：00～11：00
　※事前予約
配送時間・配達　要相談

定休日   　月曜日

0280-87-0414

3 栄寿司 境町上仲町1479 持ち帰り・出前

①上寿司　1,620円

②海鮮上ちらし　1,620円

③厚焼き玉子　700円

営業時間　昼は予約
　　　　　　　17：00～22：30

注文時間　最終21：00まで
配送時間　最終21：30まで

　〃　範囲　町内

定休日　　不定休

0280-87-3066

4 今寿司 境町住吉町137-2 持ち帰り・出前

①にぎり寿司　1,620円

②ちらし弁当　1,944円

③巻物寿司　648円～

営業時間　17：00～23：00

注文時間　17：00～23：00
配送時間　17：00～23：00

　〃　範囲　町内全域

定休日　　水曜日

0280-87-0071

5 （有）橘家 境町住吉町135 持ち帰り・出前

①幕の内弁当　1,100円

②松花堂弁当　2,200円

③季節の特選懐石料理弁当
3,300円

営業時間　11：00～20：00

注文時間　11：00～20：00
配送時間　  9：00～12：00
　
　〃　範囲　町内

定休日　　年末年始

0280-87-0054

6 （有）寿司芳 境町坂花町965-58 持ち帰り・出前

①特上にぎり　時価
   上にぎり　1,500円
   並にぎり　1,000円
②特上ちらし　時価
   上ちらし　1,500円
   並ちらし　1,000円
③国産うな重　時価

営業時間　11：00～20：00

注文時間　11：00～20：00
配送時間　11：00～20：00
　
　〃　範囲　境全域

定休日　 　月曜日

0280-87-0362

7 若菜亭 境町松岡町81-15
持ち帰り

出前は要相談

①厚焼き玉子　1,000円

②から揚げ　580円

③オードブル　2,000円～

営業時間　17：30～24：00

注文時間　17：30～24：00
配送時間　要相談、
オードブルは2～3日前までに

　〃　範囲　30分圏内

定休日　   日曜日

0280-87-5801

8 割烹ひさし 境町上町962-11 持ち帰り・出前

①松花堂弁当
　1,000～3,000円（税別）

②土鍋めし（鳥・しらす）
　850円（税別）

③ふぐと舞茸の天丼
　680円（税別）

営業時間　予約にて
　　　　　　　17：00～22：00

注文時間　17：00～22：00
配送時間　要相談

　〃　範囲　町内無料、町外有料

定休日　   水曜日

0280-87-6380



№ 事業所名 住所 持ち帰り・出前 主なメニュー・価格 詳細 電話番号

9 KITCHEN　KAGETSU 境町旭町724-6 持ち帰り・出前

①肉団子（6ケ）　600円

②五目焼きそば　900円

③レバニラ炒め　700円

営業時間　11：30～14：00
　　　　　　　17：00～23：00

注文時間
配送時間　　　なし

　〃　範囲　　なし

定休日　 　水曜日

0280-86-6257

10 ごらく屋 境町山神町774 持ち帰り・出前

①チャーハン　600円

②玉子きくらげ炒め
　　　　　　　　　700円
③チャーシュー　850円

営業時間　17：00～22：00

注文時間
配送時間　　なし

　〃　範囲　　なし

定休日　　木曜日

0280-87-6360

11 Ｇ-ｍｅｎ 境町上町772-1 持ち帰り・出前

①から揚げ　600円（税別）

②餃子　350円（税別）

③チャーシュー　580円（税
別）

営業時間　11：30～14：30
　　　　　　　18：00～22：00

注文時間
配送時間

　〃　範囲

定休日　　火曜日

0280-33-3110

12 Tea＆Bal　PURE 境町上町755-5 持ち帰り・出前

①ハンバーガーセット
　（ﾎﾟﾃﾄ・ｻﾗﾀﾞ付）980円

②ロコモコ丼
（ﾎﾟﾃﾄ・ｻﾗﾀﾞ付）980円

③オードブル各種
　3,000円～

営業時間　18：00～24：00

注文時間　18：00～24：00
配送時間　18：00～25：00

　〃　範囲　境小・長田小地区

定休日　    日曜日

050-6864-2946

13 ふじの里 境町旭町724-9 持ち帰り・出前

①鶏のから揚げ（5個）
　　550円
②手羽餃子（2個）
　　450円
③焼き鳥盛り合わせ
　　5本：700円
　10本：1,400円

営業時間　17：00～23：00

注文時間　16：00～21：00
配送時間

　〃　範囲

定休日　  水曜日

0280-86-7031

14 居酒屋　秩父 境町山神町842-2 持ち帰り・出前

①お好み焼き　680円

②焼きそば　500円

③鳥のから揚げ　580円

営業時間　16：30～23：00

注文時間　16：30～22：00

定休日　　火曜日

0280-87-5601

15 山王飯店 境町上町771-3 持ち帰り・出前

①焼き餃子　6個入り
　　　　　　　　300円
②生餃子　10個入り
　　　　　　　　400円
③生餃子　20個入り
　　　　　　　　800円

営業時間　16：00～19：00

注文時間　  9：00～19：00

定休日　　火曜日・水曜日

0280-87-0424

16
ほっかほっか弁当

じゃぱん亭 境町上町755-1

持ち帰り・出前

※出前は5個以上
～対応します

①のりから明太弁当
　　　　　　　　　　620円
②幕の内弁当
　　　　　　　　　　550円
③から揚げ弁当
　　　　　　　　　　520円

営業時間　  9：00～14：30
　　　　　　　16：30～20：00

注文時間　　　同上
配送時間　11：00～13：00

　〃　範囲　境町内

定休日　　毎週火曜日午後

0280-86-6303

17 かごや 境町長井戸51-7 持ち帰り・出前

①うな重　2,280円

②鶏のから揚げ10個
　　　　  1,000円

弁当各種（要予約）

営業時間　11：30～14：00
　　　　　　　17：00～23：00

注文時間　11：30～14：00
　　　　　　　17：00～23：00

定休日　　月曜日

0280-87-2650

18 珈琲専科　四季 境町上町761-4 持ち帰り・出前

①ピ　ザ　　1,103円

②サンドウィッチ　843円

③パスタ　　950円

営業時間　10：00～20：00

注文時間　10：00～20：00

定休日　　月曜日

0280-87-0288



№ 事業所名 住所 持ち帰り・出前 主なメニュー・価格 詳細 電話番号

19 バーベキューの森 境町西泉田1310-3 持ち帰り・出前

①バーベキューセット
   （ライス付）　　1,280円

②ビーフシチュー
   （ライス付）　　850円

③バーベキューカレー
　　　　　　　　 650円

営業時間　  9：00～18：00

注文時間　 3日前までに要予約

定休日　  　なし

0280-87-0990

20 ロッキー 境町長井戸51-37 持ち帰り・出前

①ランチハンバーグ
   （ライス付） 842円

②チキンソテー
   （ライス付） 1,188円

③生姜焼き
   （ライス付）  842円
※ディナーは別途㌘による

営業時間　11：00～14：00
　　　　　　　17：00～21：00

注文時間　　　　〃

定休日　　木曜日

0280-86-5377

21 鮨　忠 境町長井戸1636 持ち帰り・出前 お寿司各種
※価格はお問い合わせください

営業時間　11：00～14：00
　　　　　　　17：00～23：00

注文時間　　　　　〃

定休日　 　水曜日

0280-87-7267

22 寿々家 境町西泉田1209 持ち帰り・出前

①幕の内弁当　650円～

②仕出し料理　1,100円～

③各種釜飯　　850円～

営業時間　11：00～14：00
　　　　　　　17：00～20：00

注文時間　　　　　〃
配送時間

　〃　範囲

定休日　　 水曜日

0280-87-5959

23 ばんどう太郎 境町長井戸297-1 持ち帰り・出前

①天丼　　1,382円

②カツ丼　1,274円

③お弁当
（ご予算に応じてお作りします）

営業時間　11：00～22：00
　
注文時間　　（TEL予約も可）
配送時間　　※配達要相談

　〃　範囲

定休日　　年中無休

0280-87-3016

24 ダイニングなが田 境町山神町774 持ち帰り・出前

①唐揚げ（6個）　580円

②お弁当各種（800円～）
※ご予算に応じてお作りします

営業時間　11：00～13：00
　　　　　　　18：00～20：00

注文時間　　※事前にTEL予約

定休日　　日曜日・祝日

0280-87-0611

25
蕎麦ダイニング
大むら

境町染谷643 持ち帰り・出前

①天ざる（そば・うどん）
　　　　　　　　1,350円

②か　つ　丼　　972円

③から揚げ弁当　1,566円

営業時間　11：00～14：00
　　　　　　　17：00～20：00

注文時間　　※TEL予約可

定休日　　火曜日

0280-86-5454

26 丸　萬 境町旭町731-2 持ち帰り・出前

①焼きそば　500円

②丼ぶり弁当各種
　 日替り　500円～

営業時間　17：00～22：00

注文時間　※事前にＴＥＬ予約
　

定休日　火曜日
　※数がまとまれば定休日でも可

0280-87-2626

27 手打ち蕎麦 砂場 境町染谷４ 持ち帰り・出前

①天せいろ　1,300円

②天丼　　　　1,300円

③かつ丼　　 　950円

営業時間　11：00～15：00
注文時間　 9：00～15：00
　　　　　　　※前日までに要予約

定休日　　月曜日

0280-87-7800

28 麺処せんじん 境町長井戸299-1 持ち帰り・出前

①平日限定子供弁当 350円

②平日限定大人弁当 480円

③まぜそば　650円

注文時間　11:00～18:00
　　　　（受取は20：00まで可）
配送範囲　　町内（要相談）

定休日　木曜日

0280-87-5501


