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板橋区小豆沢 2—29—11 まるやハイツ 1 階　 
☎ 03—6874—6683

日替わりランチや自家製サンドイッチ、プロの
パティシエが作るデザートや焼き菓子が楽しめ
るアットホームなカフェ。毎週水曜日はカレー
の日。フルオーダーのバースデーケーキやアニ
バーサリーケーキも大好評予約受付中です！

営 10：00～19：00　休 月

littlebeanworks
186

イートイン テイクアウト

板橋区小豆沢 2—17—7 キャッスルマンション志村坂上 B1　 
☎ 03—3967—0317

おかげさまで志村に構えて 30 数年。“うまい魚
が食べたい！”の期待に応えて旬魚鮮魚を取り揃
えています！　旬の素材、新鮮な食材を中心に
職人の手でお作りする料理の数々！　お通しか
ら始まる心尽くしの料理を多種多様にご用意し
ています。楽しいひとときをお過ごし下さい。

営 16：00～23：00　休 日、祝

飯綱
185

イートイン テイクアウト

板橋区小豆沢2—16—20広林ビル102　☎03—6321—4256

都営三田線志村坂上駅 A1 出口から徒歩 2 分。
イタリア語で“橋”という意味の“PONTE”（ポ
ンテ）という名前で、お客様と生産者さんをつな
ぐ“架け橋”になるお店を目指しています。席数
が限られていますので、ご予約ください。※土日
祝 17：00～23：00

営 17：30～23：00　休 月

PONTE
184

イートイン テイクアウト

板橋区小豆沢 1—12—1　☎ 03—3966—0030

家庭料理といろいろお酒のご近所バルです。週
替りランチのテイクアウトは前日まで予約で 1
つから承ります。ローストビーフと ODEN がお
すすめ。席のご予約承ります。※ 11：30～
13：30 テイクアウトのみ（前日まで予約）／
15：00～20：30 イートイン

営 11：30～13：30／15：00～20：30　休 日、月、木、祝

ご近所バル　1丁目のGreen
183

イートイン テイクアウト

板橋区志村 3—7—12　☎ 03—3966—0025

創業 60 年の老舗居酒屋。四代目店主を中心に地
域の皆様の憩いの場を提供しています。和食中
心としたお料理がリーズナブルな価格でごゆっ
くりお楽しみいただけます。お気軽にお越しく
ださい。

営 17：30～22：00　休 日、祝

おばこ
182

イートイン テイクアウト

板橋区志村 3—7—1　☎ 03—5916—0085

毎日飲むものだからこそ、「良いコーヒー」を。
当店のコーヒーは大量生産をせず、丁寧な手仕
事にこだわっています。嫌な酸味や苦味が無く、
バランスと飲みやすさを重視した味づくりをし
ています。高品質で飽きのこない、からだに優し
いコーヒーを是非お楽しみください。

営 13：00～18：00　休 火、水

自家焙煎珈琲屋カフェベルニーニ
181

イートイン テイクアウト

板橋区志村 2—9—12 マンションツカサ 1F　 
☎ 03—6786—6969

コロナで通常営業ではありませんが、よろしく
お願いします。ロッケンロール

営 11：00～14：00／18：00～1：00　休 夜営業月曜定休

ロックス
180

イートイン テイクアウト

板橋区志村 2—9—2　☎ 03—3966—1013

創業 72 年。昔ながらの懐かしいパンを残しつつ
も新作も作り続け商品数は 130 以上。ちくわの
フリッターや納豆ドーナツはメディアに多数登
場。今はもっちりとしたイタリアーナのパンと
ブリオッシュも人気急上昇。お子さまにはタマ
ゴケーキのキャラクターが大人気です。

営 9：30～20：00　休 日

マルフクベーカリー
179

テイクアウトイートイン

板橋区志村 2—8—1 Y ビル 1 階　☎ 0800—700—0590

スマホに関するお悩みは当店へなんでもご相談
ください。au でも他社ご利用中の方でも大歓
迎！　スマートフォンなどの購入はもちろん、
ご自宅のインターネット環境・料金プランに関
するご相談などさまざまなサポートが受けられ
ます。新料金プランのご相談もぜひ当店で！

営 10：00～19：00　休 不定休

au ショップ志村坂上
178

板橋区志村 2—2—1　☎ 03—3966—1339

玄米と健康食のお店です。旬の食材を栄養バラ
ンス良く手作りしています。

営 10：00～18：00　休 土、日、祝

kitchen&cafe 玄気
177

イートイン テイクアウト
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イートイン

テイクアウト

板橋区赤塚 2—1—9　☎ 03—6909—2246

ベトナムサンドイッチ【バインミー】テイクアウ
ト専門店です！　お野菜たっぷりで、日本人に
食べやすい味付けとなっておりますので、エス
ニック料理初心者でも大丈夫です。毎月 8 と 9
の付く日は、パクチーの日でパクチー大盛り無
料となっております！

営 11：00～15：00／17：00～21：00　休 不定休

バインミーバーバー　下赤塚店
195

テイクアウトイートイン

板橋区赤塚 1—9—4　☎ 03—6909—2206

下赤塚の裏道にある、美味しい料理でリラック
スして飲める店です。大切なお友達や恋人と、仕
事帰りにおひとりで、いつでもホッと落ち着け
る隠れ家のような、そんなお店を目指しました。
ぜひ自慢の餃子、角煮、その他オリジナル料理を
お好きなお酒とお楽しみください。

営 17：00～0：00　休 水

居酒屋吾朗
194

イートイン テイクアウト

板橋区前野町 4—50—2　☎ 03—5918—6629

＜いたばしプロレス大会情報＞4 月 29 日（木・
祝）板橋グリーンホール昼／5 月 2 日（日）板橋
グリーンホール昼／5 月 3 日（月・祝）板橋グリー
ンホール昼／5 月 4 日（火・祝）板橋グリーンホー
ル昼／5 月 5 日（水・祝）板橋グリーンホール昼／
6 月 13 日（日）板橋グリーンホール時間未定

いたばしプロレスリング株式会社
193

板橋区前野町 4—17—2　☎ 03—3960—3986

前野町に店を構えて半世紀以上。小さなお子様
からご年配の方まで幅広い世代の方々にも楽し
んで頂ける様な味を提供しています。板橋
チャーハンとしてメディアでも紹介されている、
細かく刻んだチャーシューが乗った、しっとり
としたチャーハンが 1 番人気です。

営 11：00～15：00／17：00～21：00　休 不定休

中華料理　丸福
192

イートイン テイクアウト

板橋区前野町 2—38—1　☎ 090—6149—9048

まろやか牛すじカレーをはじめ、角煮丼やガパ
オなど人気メニューを多数ご用意。お子様は、唐
揚げ・カレー・うどんの 3 種よりお選び頂けま
す。店内は座卓とテーブル席があり、バンボやバ
ウンサー、おもちゃや絵本もあるので美味しく
て楽しい時間をお過ごしいただけます。

営 11：30～14：30／18：00～21：00　休 日、月、祝

HRT Dining Hall Smile
191

イートイン テイクアウト

板橋区前野町 2—26—13　☎ 050—7122—8787

当店はフランスのアップルパイと焼菓子のお店
です。月に 4 回のみ店頭販売しております。一
つずつ心を込めて手作りし、日々の疲れを癒す
ホッと一息つけるようなお菓子作りを目指して
います。ぜひご来店くださいませ。

営 11：00～16：00　休 月4回のみ営業、SNSで更新しております

ユーセーアーヴェー
190

テイクアウトイートイン

板橋区前野町 1—52—1 ラパズ 1 階　☎ 03—3960—5668

当店は地元のお客様やお一人様でも気軽にお越
し頂いて楽しんで頂けるお店づくりを目指して
頑張ってます！　メインの焼鳥の他、日替わり
メニューでは魚介類やたくさんの 1 品料理もご
用意してます。お酒も充実しているので是非一
度ご来店ください！　お待ちしてます。

営 17：00～0：00　休 第 2 日曜日　第 4 日曜日

炭火焼鳥ちゃちゃ
189

イートイン テイクアウト

板橋区若木 1—12—20　☎ 03—3932—0374

中台地域センター前、昔ながらの街のお蕎麦屋
さん。近隣出前致します。（地域はお問い合わせ
下さい）　新潟の地酒を中心に地域でお取り扱い
の少ない日本酒が多数ございます。呑み比べ
セットもございます。

営 11：30～14：30／17：00～21：00　休 火、その他（不定休有り）

そば処 中村庵
188

イートイン テイクアウト

板橋区若木 1—2—2 ルミネス上板橋 1 階　 
☎ 03—6906—5484

アットホームな韓国料理店です。済州島の料理
もありますよ。

営 11：30～15：00／17：00～23：00　休 不定休

韓国家庭料理ハルバン
187

イートイン テイクアウト
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板橋区三園 1—1—20　☎ 03—6671—2881

地域の人々やツーリストに楽しんでもらえるお
店を目指して、ランチタイムは定番メニューに
加えお肉やお魚を使ったお食事を、居酒屋タイ
ムはおいしいお酒によく合う一品料理を、ご高
齢者様向けには特別に配慮したお食事をご用意
し、皆様のおこしをお待ちしております。

営 11：00～22：00　休 年中無休

いちカフェ・居酒屋一番成増
205

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚新町 3—32—14 107・108　 
☎ 03—5968—1156

ゆりの木商店街通りにある小型の無印良品です。
小型店では珍しい冷凍食品の取り扱いや、毎月
第 2 土曜日、最終土曜日には東京野菜マルシェ
の開催もございます。また、不定期で小商いや
ワークショップも実施しております。お近くに
お越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

営 10：00～19：00　休 定休日なし

MUJIcom 光が丘ゆりの木商店街
204

板橋区赤塚新町 3—32—14—109　☎ 03—6909—2370

“特製かまど釜”で炊いた“奥会津地方直送の特
級コシヒカリ米”や“茨城県農家直送の 8 種類
のベビーリーフサラダ”など産地にこだわった料
理を提供しております。真空パックの持ち帰り
料理も用意しております。ご自宅の食卓にご利
用ください！　※火～土 昼夜営業／日 昼営業

営 11：30～14：00／17：00～21：00　休 月

ごはんレストランセージ
203

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚新町 3—32—12—205　☎ 03—3977—6677

ゆりの木商店街通りの奥、階段を上がった空中
公園にある歯科医院です。38 年前から、ゆりの
木の街の人の健康な歯を守ってきました。親身
な治療はもちろんの事、アットホームな居心地
の良い空間づくりを心掛けております。ぜひお
気軽にご相談下さい。

営 9：00～19：00　休 日、祝、その他（不定休）

光が丘歯科医院
202

板橋区赤塚新町 1—24—10 あわわ屋　☎ 03—5967—2262

国産鶏の炭火焼と日本酒をゆっくり楽しめるお
店です。焼き鳥や揚げ物のテイクアウトもおこ
なっておりますので、ご夕飯や晩酌に炭火の焼
き鳥はいかがでしょうか？　事前受付も可能で
すのでお気軽にお問合せ下さい。

営 17：00～23：00　休 日

あわわ屋
201

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚新町 1—22—6 下赤塚駅前ビル 2F　 
☎ 03—3977—8255

美味しいお肉、ご用意して〼　ぜひ食べてみて
ください！

営 11：00～23：30　休 不定休

BISTRO CARLOS
200

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚 2—10—17　☎ 03—6915—6033

日本一美味しいからあげとチキン南蛮がお召し
上がりいただけるお店です。1月のTBS放送「教
えてもらう前と後」の番組内で関東のおすすめか
らあげ専門店ランキングでも 1 位に輝きまし
た！！ !　ご来店お待ちしております。Uber 
eats でも注文できますよ。

営 11：00～21：00　休 不定休

鶏笑下赤塚店
199

テイクアウトイートイン

板橋区赤塚 2—9—2 葛西ビル 1F　☎ 03—6904—1315

赤塚商店街にある小さなパスタのお店。イタリ
ア産のプロシュートを原木からスライスして、
その場でご提供。ワインとおつまみもご用意し
ております。テイクアウトもお気軽にどうぞ。

営 11：00～15：00／17：00～21：00　休 月、火

BASTA 赤塚
198

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚 2—2—8 阿出川ビル 2 階　☎ 03—6231—0333

下赤塚駅北口徒歩 2 分、一番街商店街にあるお
好み焼、もんじゃ焼きの店です。夫婦で脱サラし
てお店を始めて 15 年、コロナ禍でも皆さんに支
えられ何とかやっています。登山とラジオが大
好きな夫婦です。一度、お店にお立ちより下さ
い。

営 17：30～23：00　休 火

みりおんばんぶー
197

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚 2—2—5　☎ 03—3930—2255

たぬきの形が愛らしいバタークリームケーキ「タ
ヌキ」は、創業当時からの人気商品。懐かしくて
軽やかな味わいです。“区民が選んだ板橋のいっ
ぴん”でもある「大仏サブレー」はザクザクした
歯ごたえで、食べ応え十分。ぜひご賞味くださ
い。

営 10：00～20：00　休 火

フランス製菓
196

テイクアウトイートイン
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イートイン

テイクアウト

板橋区徳丸 1—7—12 シールド B1　☎ 03—6336—1439

牛肉の希少部位や新鮮ホルモンなどの食材をソ
ムリエでシェフでもあるオーナー自ら厳選し提
供するお店です。希少部位 5 種盛り（500g）
￥3480 円（税別）は圧巻のボリュームととうま
さで大人気です。米沢牛のサーロインを使った
握り寿司 2 貫￥780（税別）も人気です。

営 17：00～23：00　休 不定休

肉と野菜のワイン食堂　ニクビッタ
215

イートイン テイクアウト

板橋区成増 5—22—9　☎ 03—3977—8139

関東では数少ない上質な吉野の本葛粉を練り上
げて作った葛餅です。濃厚な黒蜜と京きな粉の
調和をお楽しみ下さいませ。他には季節の果物
をたっぷり使ったかき氷もございます。お散歩
やランニング途中にお気軽にお立ち寄り下さい。

営 9：00～18：00　休 日

よしのや東京店
214

テイクアウトイートイン

板橋区成増 3—41—17 ハイツビゴラス 103 号　 
☎ 03—6904—3575

成増、赤塚エリアにはないような創作居酒屋で
す。豊洲から新鮮な魚を毎回仕入れ、お刺身盛り
や海鮮丼などが人気です！　おばんざい盛りも
手作りで作ってます。日本酒も利き酒師による
よりすぐりを仕入れています。

営 12：00～14：00／17：30～0：00　休 不定休

瓦焼き ひとたらし
213

イートイン テイクアウト

板橋区成増 3—23—2 鈴木ビルディング 1F　 
☎ 03—6904—0045

当店のとり天、唐揚げは大分温泉水で仕込んだ
自慢の品です。とり天は黄金色の衣がサクサク
でお肉は柔らかく、唐揚げはガッツリとジュー
シーな仕上がり。揚げたてを店内でもご自宅で
も召し上がっていただけます。店頭では九州名
物を様々ご用意してお待ちしております。

営 11：00～20：30　休 不定休

ひので家
212

イートイン テイクアウト

板橋区成増 2—18—7　☎ 03—6915—6140

常 に 換 気 さ れ た 店 内 に て、UQmobi le や
Y！Mobile等格安SIMの取り扱いをしておりま
す。iPhone 修理や、モバイル保険、新電力、プ
レミアムウォーターのご案内等、生活に必要な
コスト削減のお手伝いができれば幸いです。皆
様のご来店お待ちしております！

営 10：00～19：00　休 その他

selectsim 成増
211

板橋区成増 2—18—14 成増マーケット 1F　 
☎ 03—6904—2135

10 周年！　沖縄全酒造銘柄在庫に加えて奄美地
方黒糖焼酎各島々の酒造所の銘柄や屋久島・種
子島の島内限定芋焼酎を揃え、島らっきょや海
ぶどう、もずくなどの島野菜は直送しておりま
す。店内は喫煙・禁煙席に分かれています。
Uber・出前館も 0 時まで OK ！

営 11：30～15：00／17：00～2：00　休 定休日なし

沖縄居酒屋 島人
210

イートイン テイクアウト

板橋区成増 2—17—33　☎ 03—6909—9405

安さとお値段以上の品質が自慢です。ボリュー
ム満点のランチ始めました。ワンコインうな丼
も大好評！！　ちょい飲みからガッツリ飲みま
で！　もちろん、お食事のみも大歓迎です。コロ
ナ対策実施、free wifi 完備。ご来店をお待ちし
ております。

営 16：00～1：00　休 定休日なし

一軒め酒場 成増店
209

イートイン テイクアウト

板橋区成増 2—1—1 アルカディア安井 1F　 
☎ 03—3976—3899

アメリカンカントリー調インテリアのカジュア
ルなミュージックバー。【まったり Bar 営業】【楽
しい Live 営業】あり。（土）をメインにハウスバ
ンドのライブ開催。喫煙店（禁煙のライブあり）
チャージ￥500 お通し付（深夜は＋￥100／1h）
※ライブチャージ別途

営 20：00～2：00　休 日、月、木

Bar Nyarango バー・ニャランゴ
208

イートイン テイクアウト

板橋区成増 1—26—6 サトーファミリアコーポ 102　 
☎ 03—3938—0055

昨年 8 月いきなりオープンした当店「藪辛坊」。
自信作の「藪辛丼」は北区のソールフード「から
し焼き」からヒントを得て開発した豚肉と豆腐が
メインの人気 No1 の辛旨の丼です。それ以外に
もオリジナルの旨くて辛い丼で皆様をお待ちし
ております。

営 11：00～14：00／17：00～20：30　休 日

藪辛坊
207

イートイン テイクアウト

板橋区成増 1—25—9　☎ 03—3930—6056

2021 年 3 月で創業 60 年を迎える『和菓子司　
ふじむら』。餡の元となる小豆は北海道十勝産、
餅・大福・お赤飯に使う餅米は岩手県産コガネ
モチ 100％、小麦粉は佐賀県産と国内産原料を
使用しております。

営 9：30～18：00　休 火、その他（不定連休あり）

和菓子司　ふじむら
206

テイクアウトイートイン

38



※記載の内容は店舗提供の情報に基づくものです。営業時間や休業日等の記載内容は変更になる可能性
がございます。最新情報は各店舗にご確認ください。

板橋区三園 1—1—20　☎ 03—6671—2881

地域の人々やツーリストに楽しんでもらえるお
店を目指して、ランチタイムは定番メニューに
加えお肉やお魚を使ったお食事を、居酒屋タイ
ムはおいしいお酒によく合う一品料理を、ご高
齢者様向けには特別に配慮したお食事をご用意
し、皆様のおこしをお待ちしております。

営 11：00～22：00　休 年中無休

いちカフェ・居酒屋一番成増
205

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚新町 3—32—14 107・108　 
☎ 03—5968—1156

ゆりの木商店街通りにある小型の無印良品です。
小型店では珍しい冷凍食品の取り扱いや、毎月
第 2 土曜日、最終土曜日には東京野菜マルシェ
の開催もございます。また、不定期で小商いや
ワークショップも実施しております。お近くに
お越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

営 10：00～19：00　休 定休日なし

MUJIcom 光が丘ゆりの木商店街
204

板橋区赤塚新町 3—32—14—109　☎ 03—6909—2370

“特製かまど釜”で炊いた“奥会津地方直送の特
級コシヒカリ米”や“茨城県農家直送の 8 種類
のベビーリーフサラダ”など産地にこだわった料
理を提供しております。真空パックの持ち帰り
料理も用意しております。ご自宅の食卓にご利
用ください！　※火～土 昼夜営業／日 昼営業

営 11：30～14：00／17：00～21：00　休 月

ごはんレストランセージ
203

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚新町 3—32—12—205　☎ 03—3977—6677

ゆりの木商店街通りの奥、階段を上がった空中
公園にある歯科医院です。38 年前から、ゆりの
木の街の人の健康な歯を守ってきました。親身
な治療はもちろんの事、アットホームな居心地
の良い空間づくりを心掛けております。ぜひお
気軽にご相談下さい。

営 9：00～19：00　休 日、祝、その他（不定休）

光が丘歯科医院
202

板橋区赤塚新町 1—24—10 あわわ屋　☎ 03—5967—2262

国産鶏の炭火焼と日本酒をゆっくり楽しめるお
店です。焼き鳥や揚げ物のテイクアウトもおこ
なっておりますので、ご夕飯や晩酌に炭火の焼
き鳥はいかがでしょうか？　事前受付も可能で
すのでお気軽にお問合せ下さい。

営 17：00～23：00　休 日

あわわ屋
201

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚新町 1—22—6 下赤塚駅前ビル 2F　 
☎ 03—3977—8255

美味しいお肉、ご用意して〼　ぜひ食べてみて
ください！

営 11：00～23：30　休 不定休

BISTRO CARLOS
200

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚 2—10—17　☎ 03—6915—6033

日本一美味しいからあげとチキン南蛮がお召し
上がりいただけるお店です。1月のTBS放送「教
えてもらう前と後」の番組内で関東のおすすめか
らあげ専門店ランキングでも 1 位に輝きまし
た！！ !　ご来店お待ちしております。Uber 
eats でも注文できますよ。

営 11：00～21：00　休 不定休

鶏笑下赤塚店
199

テイクアウトイートイン

板橋区赤塚 2—9—2 葛西ビル 1F　☎ 03—6904—1315

赤塚商店街にある小さなパスタのお店。イタリ
ア産のプロシュートを原木からスライスして、
その場でご提供。ワインとおつまみもご用意し
ております。テイクアウトもお気軽にどうぞ。

営 11：00～15：00／17：00～21：00　休 月、火

BASTA 赤塚
198

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚 2—2—8 阿出川ビル 2 階　☎ 03—6231—0333

下赤塚駅北口徒歩 2 分、一番街商店街にあるお
好み焼、もんじゃ焼きの店です。夫婦で脱サラし
てお店を始めて 15 年、コロナ禍でも皆さんに支
えられ何とかやっています。登山とラジオが大
好きな夫婦です。一度、お店にお立ちより下さ
い。

営 17：30～23：00　休 火

みりおんばんぶー
197

イートイン テイクアウト

板橋区赤塚 2—2—5　☎ 03—3930—2255

たぬきの形が愛らしいバタークリームケーキ「タ
ヌキ」は、創業当時からの人気商品。懐かしくて
軽やかな味わいです。“区民が選んだ板橋のいっ
ぴん”でもある「大仏サブレー」はザクザクした
歯ごたえで、食べ応え十分。ぜひご賞味くださ
い。

営 10：00～20：00　休 火

フランス製菓
196

テイクアウトイートイン

37

：購入した商品を店内の客席で飲食することができます。
：購入した商品を持ち帰ることができます。
※対象商品については各店舗にご確認ください。

イートイン

テイクアウト

板橋区徳丸 1—7—12 シールド B1　☎ 03—6336—1439

牛肉の希少部位や新鮮ホルモンなどの食材をソ
ムリエでシェフでもあるオーナー自ら厳選し提
供するお店です。希少部位 5 種盛り（500g）
￥3480 円（税別）は圧巻のボリュームととうま
さで大人気です。米沢牛のサーロインを使った
握り寿司 2 貫￥780（税別）も人気です。

営 17：00～23：00　休 不定休

肉と野菜のワイン食堂　ニクビッタ
215

イートイン テイクアウト

板橋区成増 5—22—9　☎ 03—3977—8139

関東では数少ない上質な吉野の本葛粉を練り上
げて作った葛餅です。濃厚な黒蜜と京きな粉の
調和をお楽しみ下さいませ。他には季節の果物
をたっぷり使ったかき氷もございます。お散歩
やランニング途中にお気軽にお立ち寄り下さい。

営 9：00～18：00　休 日

よしのや東京店
214

テイクアウトイートイン

板橋区成増 3—41—17 ハイツビゴラス 103 号　 
☎ 03—6904—3575

成増、赤塚エリアにはないような創作居酒屋で
す。豊洲から新鮮な魚を毎回仕入れ、お刺身盛り
や海鮮丼などが人気です！　おばんざい盛りも
手作りで作ってます。日本酒も利き酒師による
よりすぐりを仕入れています。

営 12：00～14：00／17：30～0：00　休 不定休

瓦焼き ひとたらし
213

イートイン テイクアウト

板橋区成増 3—23—2 鈴木ビルディング 1F　 
☎ 03—6904—0045

当店のとり天、唐揚げは大分温泉水で仕込んだ
自慢の品です。とり天は黄金色の衣がサクサク
でお肉は柔らかく、唐揚げはガッツリとジュー
シーな仕上がり。揚げたてを店内でもご自宅で
も召し上がっていただけます。店頭では九州名
物を様々ご用意してお待ちしております。

営 11：00～20：30　休 不定休

ひので家
212

イートイン テイクアウト

板橋区成増 2—18—7　☎ 03—6915—6140

常 に 換 気 さ れ た 店 内 に て、UQmobi le や
Y！Mobile等格安SIMの取り扱いをしておりま
す。iPhone 修理や、モバイル保険、新電力、プ
レミアムウォーターのご案内等、生活に必要な
コスト削減のお手伝いができれば幸いです。皆
様のご来店お待ちしております！

営 10：00～19：00　休 その他

selectsim 成増
211

板橋区成増 2—18—14 成増マーケット 1F　 
☎ 03—6904—2135

10 周年！　沖縄全酒造銘柄在庫に加えて奄美地
方黒糖焼酎各島々の酒造所の銘柄や屋久島・種
子島の島内限定芋焼酎を揃え、島らっきょや海
ぶどう、もずくなどの島野菜は直送しておりま
す。店内は喫煙・禁煙席に分かれています。
Uber・出前館も 0 時まで OK ！

営 11：30～15：00／17：00～2：00　休 定休日なし

沖縄居酒屋 島人
210

イートイン テイクアウト

板橋区成増 2—17—33　☎ 03—6909—9405

安さとお値段以上の品質が自慢です。ボリュー
ム満点のランチ始めました。ワンコインうな丼
も大好評！！　ちょい飲みからガッツリ飲みま
で！　もちろん、お食事のみも大歓迎です。コロ
ナ対策実施、free wifi 完備。ご来店をお待ちし
ております。

営 16：00～1：00　休 定休日なし

一軒め酒場 成増店
209

イートイン テイクアウト

板橋区成増 2—1—1 アルカディア安井 1F　 
☎ 03—3976—3899

アメリカンカントリー調インテリアのカジュア
ルなミュージックバー。【まったり Bar 営業】【楽
しい Live 営業】あり。（土）をメインにハウスバ
ンドのライブ開催。喫煙店（禁煙のライブあり）
チャージ￥500 お通し付（深夜は＋￥100／1h）
※ライブチャージ別途

営 20：00～2：00　休 日、月、木

Bar Nyarango バー・ニャランゴ
208

イートイン テイクアウト

板橋区成増 1—26—6 サトーファミリアコーポ 102　 
☎ 03—3938—0055

昨年 8 月いきなりオープンした当店「藪辛坊」。
自信作の「藪辛丼」は北区のソールフード「から
し焼き」からヒントを得て開発した豚肉と豆腐が
メインの人気 No1 の辛旨の丼です。それ以外に
もオリジナルの旨くて辛い丼で皆様をお待ちし
ております。

営 11：00～14：00／17：00～20：30　休 日

藪辛坊
207

イートイン テイクアウト

板橋区成増 1—25—9　☎ 03—3930—6056

2021 年 3 月で創業 60 年を迎える『和菓子司　
ふじむら』。餡の元となる小豆は北海道十勝産、
餅・大福・お赤飯に使う餅米は岩手県産コガネ
モチ 100％、小麦粉は佐賀県産と国内産原料を
使用しております。

営 9：30～18：00　休 火、その他（不定連休あり）

和菓子司　ふじむら
206

テイクアウトイートイン

38



※記載の内容は店舗提供の情報に基づくものです。営業時間や休業日等の記載内容は変更になる可能性
がございます。最新情報は各店舗にご確認ください。

板橋区坂下 2—14—2　☎ ―

ラーメン屋店主が 2020 年 10 月にテイクアウ
ト専門店としてオープン！　テイクアウト用に
サイドメニューのチャーシューご飯をブラッ
シュアップしメイン商品化！　手仕込みの炙り
チャーシューに自家製のタレを絡ませご飯に
乗っけた“ちゃーめし”を是非ご賞味下さ
いっ！！

営 11：00～15：00／16：00～23：00　休 水

ちゃーめしあうる
224

テイクアウトイートイン

板橋区坂下 1—12—22　☎ 03—3960—5026

創業 64 年となる小島屋は板橋のいっぴんの結
び昆布をはじめ、和洋中となんといっても野菜
中心の惣菜を毎日 30 種類取り揃えております。
一年を通して忙しい方々の手助けとなり、ご愛
顧頂いております。「気になるお店」小島屋に是
非、お越し下さい。

営 10：00～18：00　休 日、木、祝

有限会社 小島屋
223

テイクアウトイートイン

板橋区坂下 1—4—2　☎ 03—3960—5802

お客様に手作りにこだわったハンバーガーを、
より美味しく、より楽しく召し上がって頂く、そ
んなお店を目指しております。

営 11：00～16：00／18：00～22：00　休 水

OM NOM NOM —ROUTE 311 DINER—
222

イートイン テイクアウト

板橋区坂下 1—3—7　☎ ―

坂下にある拉麺店です。是非食べに来てくださ
い！

営 11：00～15：00／18：00～20：30　休 日

拉麺アイオイ
221

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 3—24—3　☎ 03—3936—0878

感染拡大防止に取り組んでおりパーテーション
や検温やアルコール消毒の徹底を行なっており、
少しでもお客様に安心・安全をお届けして美味
しいそば・うどんを召し上がって頂きたいと思
います。冊子と一緒に来店して頂いたお客様に
粗品とホットコーヒー 1 杯サービス！

営 11：00～21：00　休 水

日本そば　あだちや
220

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 3—1—24 むさしやビル B1F　 
☎ 03—5399—6399

東武練馬駅北口徒歩 1 分にあるスポーツバーで
す。オンラインダーツ機あり。常時、マルチスク
リーンよりスポーツ中継を放映しております。
おひとり様でもお気軽にご来店下さい。

営 19：00～5：00　休 不定休

Sports Cafe Waldy’s
219

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 2—2—7 大塚ビル 2F　☎ 03—3933—7322

お酒は、各種ビール、ワイン、カクテル。お料理
は生パスタや自家製燻製料理、各種アヒージョ
など、音楽は 60 年代～80 年代のロックやジャ
ズで落ち着いた雰囲気をお楽しみ下さい。イン
スタ（bananatei7322）で営業時間など確認で
きます。よろしくお願いいたします。

営 17：00～23：00　休 水

バナナ亭
218

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 2—1—8　☎ 03—6281—0609

フレンチラーメン×牡蠣×カプチーノ。14 年間
フレンチを極めたシェフが贈る、新感覚ラーメ
ン。牡蠣ポタージュみたいな泡スープにラテ
アート、生ハムみたいなチャーシュー、彩り野
菜…ラーメンの常識を覆す一杯。担担麺仕上げ
の赤カプチーノも人気です。

営 11：30～14：30／18：00～22：30　休 火

OYSTERBACKS
217

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 2—1—7　☎ 03—6906—9611

毎日店内で作るこだわりのつまった自家製パン
や 24 時間熟成し最適な焼き時間で焼き上げる
ピザはとても人気！　テイクアウトも可。豊洲
市場で仕入れる新鮮な魚を使ったカルパッチョ
など本格イタリアンをリーズナブルな価格でご
提供しております。

営 11：00～15：00／17：00～22：00　休 年末年始

日々是君想
216

イートイン テイクアウト

39

：購入した商品を店内の客席で飲食することができます。
：購入した商品を持ち帰ることができます。
※対象商品については各店舗にご確認ください。

イートイン

テイクアウト

板橋区高島平 7—12—8　☎ 03—3938—6302

両面焼きそば専門店「あぺたいと」です。最上級
の小麦を使用した「自家製麺」と素材の旨味を引
き出す「自家製ソース」でつくる両面焼きそば。
他で食べたことのないパリッとモチっとした食
感で一度食べたら、また食べたくなる味！！　
あなたはまだ本当の焼きそばを知らない！

営 11：00～23：00　休 月

あぺたいと高島平本店
234

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 5—53—2　☎ 03—3938—7209

高島平にある地酒の専門店です。日本酒、焼酎、
高島平ビールなど、日本各地のおいしいお酒を
ご用意致しております。贈り物に、イベント用
に、家飲み用に、お酒選びのお手伝いから、包
装、全国発送も致します。おいしい日本のお酒を
お楽しみください！

営 9：30～19：00　休 水

若松屋酒店
233

テイクアウトイートイン

板橋区高島平 5—22—12　☎ 03—5967—1477

水曜日から日曜日のランチタイム（月曜日と火曜
日は定休日）にカレーライス専門店として営業。
日本の美味しいお米を丁寧に炊き上げ、チキン
かつやヒレかつ、ロースかつは揚げたてを。ブラ
ウンオニオンでしか楽しめない品々を是非お試
しください！

営 11：00～14：30　休 月、火

ブラウンオニオンカレーファクトリー
232

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 3—3—3　☎ 03—5968—5881

当店はとんかつを中心に丼物、定食をご提供し
ております。毎日店舗にてチルドの三元豚を丁
寧にパン粉付け。外はサクサク、中はジューシー
なとんかつはやみつき間違いなし！　お弁当や
おかずのお持ち帰りも大歓迎です。ぜひ一度ご
賞味下さい！

営 11：00～22：00　休 定休日なし

かつ圀屋
231

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 1—28—10 ウエストハイツ高島平 106　 
☎ 03—3937—6940

無添加の生地にこだわり、優しい味のパンを心
を込めて焼いています。ふわふわしっとりの角
食パン、卵・乳製品不使用の高一食パン、いちじ
くとクリームチーズのライ麦パン、ちびウイン
ナーなどが人気です。便利な電話予約も承りま
す。

営 10：00～18：00　休 水、木

ベーカリーエナック
230

テイクアウトイートイン

板橋区蓮根 3—9—7　☎ 080—4664—6510

通常、ミルクティーはクリーマーなどの牛乳代
用品を使用するのが一般的ですが、当店では全
てのミルクティー商品に無調整牛乳を使用して
います。無添加のミルクティーとなります。

営 12：00～19：00　休 火

六月居 JUNES`S TEA
229

テイクアウトイートイン

板橋区蓮根 3—8—14　☎ 03—3968—2305

証明写真が安くてキレイな写真屋。地域最安で
も高品質な証明写真を提供。デジタルプリント
も地域最安で枚数割 L サイズ 20 円より。300
枚でも最短 45 分仕上げ可能です。全国より保育
園写真販売の袋詰めと仕分けをネット利用型も
含めて格安・迅速に承っております。

営 10：00～19：00　休 日

写真屋カリノカラー
228

板橋区蓮根 3—8—1 メトロード西台 1 番館　 
☎ 03—5918—9495

岩手マミーおふくろの味を愛情を込めて提供し
ます。優しく心温まる味！　得意の煮物料理、家
庭の餃子、もつ煮、ハンバーグなども。老若男女
問わず皆様、是非『あがらっせゃい！』昼から飲
めます。宅配：出前館、menu、ネット販売も
やっています。※日 17：00～22：00

営 11：00～22：00　休 木

花咲
227

イートイン テイクアウト

板橋区蓮根 2—31—3　☎ 03—5918—8232

焼きたての串焼きをメインに今日も元気に営業
中！　新鮮な豚レバーは当店イチオシで売り切
れ御免の人気商品。ホッピーを始め、焼酎、日本
酒など各種取り揃えております。また、かつ丼は
隠れた人気商品で串焼きと共にお持ち帰りでも
大好評です！

営 15：00～23：00　休 定休日なし

れん根や
226

イートイン テイクアウト

板橋区坂下 2—8—1—101　☎ 03—5392—0761

社会福祉法人東京援護協会　板橋区立蓮根福祉
園では【ろーたすの家】というブランド名で、個
性豊かな仲間が、みんなのハッピーを願って毎
日物作りをしています。どうかこのハッピーが
届きますように。

営 9：00～17：00　休 土、日、祝、その他（不定休）

社会福祉法人東京援護協会　板橋区立蓮根福祉園
225

テイクアウトイートイン
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※記載の内容は店舗提供の情報に基づくものです。営業時間や休業日等の記載内容は変更になる可能性
がございます。最新情報は各店舗にご確認ください。

板橋区坂下 2—14—2　☎ ―

ラーメン屋店主が 2020 年 10 月にテイクアウ
ト専門店としてオープン！　テイクアウト用に
サイドメニューのチャーシューご飯をブラッ
シュアップしメイン商品化！　手仕込みの炙り
チャーシューに自家製のタレを絡ませご飯に
乗っけた“ちゃーめし”を是非ご賞味下さ
いっ！！

営 11：00～15：00／16：00～23：00　休 水

ちゃーめしあうる
224

テイクアウトイートイン

板橋区坂下 1—12—22　☎ 03—3960—5026

創業 64 年となる小島屋は板橋のいっぴんの結
び昆布をはじめ、和洋中となんといっても野菜
中心の惣菜を毎日 30 種類取り揃えております。
一年を通して忙しい方々の手助けとなり、ご愛
顧頂いております。「気になるお店」小島屋に是
非、お越し下さい。

営 10：00～18：00　休 日、木、祝

有限会社 小島屋
223

テイクアウトイートイン

板橋区坂下 1—4—2　☎ 03—3960—5802

お客様に手作りにこだわったハンバーガーを、
より美味しく、より楽しく召し上がって頂く、そ
んなお店を目指しております。

営 11：00～16：00／18：00～22：00　休 水

OM NOM NOM —ROUTE 311 DINER—
222

イートイン テイクアウト

板橋区坂下 1—3—7　☎ ―

坂下にある拉麺店です。是非食べに来てくださ
い！

営 11：00～15：00／18：00～20：30　休 日

拉麺アイオイ
221

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 3—24—3　☎ 03—3936—0878

感染拡大防止に取り組んでおりパーテーション
や検温やアルコール消毒の徹底を行なっており、
少しでもお客様に安心・安全をお届けして美味
しいそば・うどんを召し上がって頂きたいと思
います。冊子と一緒に来店して頂いたお客様に
粗品とホットコーヒー 1 杯サービス！

営 11：00～21：00　休 水

日本そば　あだちや
220

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 3—1—24 むさしやビル B1F　 
☎ 03—5399—6399

東武練馬駅北口徒歩 1 分にあるスポーツバーで
す。オンラインダーツ機あり。常時、マルチスク
リーンよりスポーツ中継を放映しております。
おひとり様でもお気軽にご来店下さい。

営 19：00～5：00　休 不定休

Sports Cafe Waldy’s
219

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 2—2—7 大塚ビル 2F　☎ 03—3933—7322

お酒は、各種ビール、ワイン、カクテル。お料理
は生パスタや自家製燻製料理、各種アヒージョ
など、音楽は 60 年代～80 年代のロックやジャ
ズで落ち着いた雰囲気をお楽しみ下さい。イン
スタ（bananatei7322）で営業時間など確認で
きます。よろしくお願いいたします。

営 17：00～23：00　休 水

バナナ亭
218

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 2—1—8　☎ 03—6281—0609

フレンチラーメン×牡蠣×カプチーノ。14 年間
フレンチを極めたシェフが贈る、新感覚ラーメ
ン。牡蠣ポタージュみたいな泡スープにラテ
アート、生ハムみたいなチャーシュー、彩り野
菜…ラーメンの常識を覆す一杯。担担麺仕上げ
の赤カプチーノも人気です。

営 11：30～14：30／18：00～22：30　休 火

OYSTERBACKS
217

イートイン テイクアウト

板橋区徳丸 2—1—7　☎ 03—6906—9611

毎日店内で作るこだわりのつまった自家製パン
や 24 時間熟成し最適な焼き時間で焼き上げる
ピザはとても人気！　テイクアウトも可。豊洲
市場で仕入れる新鮮な魚を使ったカルパッチョ
など本格イタリアンをリーズナブルな価格でご
提供しております。

営 11：00～15：00／17：00～22：00　休 年末年始

日々是君想
216

イートイン テイクアウト

39

：購入した商品を店内の客席で飲食することができます。
：購入した商品を持ち帰ることができます。
※対象商品については各店舗にご確認ください。

イートイン

テイクアウト

板橋区高島平 7—12—8　☎ 03—3938—6302

両面焼きそば専門店「あぺたいと」です。最上級
の小麦を使用した「自家製麺」と素材の旨味を引
き出す「自家製ソース」でつくる両面焼きそば。
他で食べたことのないパリッとモチっとした食
感で一度食べたら、また食べたくなる味！！　
あなたはまだ本当の焼きそばを知らない！

営 11：00～23：00　休 月

あぺたいと高島平本店
234

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 5—53—2　☎ 03—3938—7209

高島平にある地酒の専門店です。日本酒、焼酎、
高島平ビールなど、日本各地のおいしいお酒を
ご用意致しております。贈り物に、イベント用
に、家飲み用に、お酒選びのお手伝いから、包
装、全国発送も致します。おいしい日本のお酒を
お楽しみください！

営 9：30～19：00　休 水

若松屋酒店
233

テイクアウトイートイン

板橋区高島平 5—22—12　☎ 03—5967—1477

水曜日から日曜日のランチタイム（月曜日と火曜
日は定休日）にカレーライス専門店として営業。
日本の美味しいお米を丁寧に炊き上げ、チキン
かつやヒレかつ、ロースかつは揚げたてを。ブラ
ウンオニオンでしか楽しめない品々を是非お試
しください！

営 11：00～14：30　休 月、火

ブラウンオニオンカレーファクトリー
232

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 3—3—3　☎ 03—5968—5881

当店はとんかつを中心に丼物、定食をご提供し
ております。毎日店舗にてチルドの三元豚を丁
寧にパン粉付け。外はサクサク、中はジューシー
なとんかつはやみつき間違いなし！　お弁当や
おかずのお持ち帰りも大歓迎です。ぜひ一度ご
賞味下さい！

営 11：00～22：00　休 定休日なし

かつ圀屋
231

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 1—28—10 ウエストハイツ高島平 106　 
☎ 03—3937—6940

無添加の生地にこだわり、優しい味のパンを心
を込めて焼いています。ふわふわしっとりの角
食パン、卵・乳製品不使用の高一食パン、いちじ
くとクリームチーズのライ麦パン、ちびウイン
ナーなどが人気です。便利な電話予約も承りま
す。

営 10：00～18：00　休 水、木

ベーカリーエナック
230

テイクアウトイートイン

板橋区蓮根 3—9—7　☎ 080—4664—6510

通常、ミルクティーはクリーマーなどの牛乳代
用品を使用するのが一般的ですが、当店では全
てのミルクティー商品に無調整牛乳を使用して
います。無添加のミルクティーとなります。

営 12：00～19：00　休 火

六月居 JUNES`S TEA
229

テイクアウトイートイン

板橋区蓮根 3—8—14　☎ 03—3968—2305

証明写真が安くてキレイな写真屋。地域最安で
も高品質な証明写真を提供。デジタルプリント
も地域最安で枚数割 L サイズ 20 円より。300
枚でも最短 45 分仕上げ可能です。全国より保育
園写真販売の袋詰めと仕分けをネット利用型も
含めて格安・迅速に承っております。

営 10：00～19：00　休 日

写真屋カリノカラー
228

板橋区蓮根 3—8—1 メトロード西台 1 番館　 
☎ 03—5918—9495

岩手マミーおふくろの味を愛情を込めて提供し
ます。優しく心温まる味！　得意の煮物料理、家
庭の餃子、もつ煮、ハンバーグなども。老若男女
問わず皆様、是非『あがらっせゃい！』昼から飲
めます。宅配：出前館、menu、ネット販売も
やっています。※日 17：00～22：00

営 11：00～22：00　休 木

花咲
227

イートイン テイクアウト

板橋区蓮根 2—31—3　☎ 03—5918—8232

焼きたての串焼きをメインに今日も元気に営業
中！　新鮮な豚レバーは当店イチオシで売り切
れ御免の人気商品。ホッピーを始め、焼酎、日本
酒など各種取り揃えております。また、かつ丼は
隠れた人気商品で串焼きと共にお持ち帰りでも
大好評です！

営 15：00～23：00　休 定休日なし

れん根や
226

イートイン テイクアウト

板橋区坂下 2—8—1—101　☎ 03—5392—0761

社会福祉法人東京援護協会　板橋区立蓮根福祉
園では【ろーたすの家】というブランド名で、個
性豊かな仲間が、みんなのハッピーを願って毎
日物作りをしています。どうかこのハッピーが
届きますように。

営 9：00～17：00　休 土、日、祝、その他（不定休）

社会福祉法人東京援護協会　板橋区立蓮根福祉園
225

テイクアウトイートイン
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※記載の内容は店舗提供の情報に基づくものです。営業時間や休業日等の記載内容は変更になる可能性
がございます。最新情報は各店舗にご確認ください。

板橋区高島平 8—9—1—105 グリーンコーポ高島　 
☎ 03—6906—8741

バニラアイス＆生クリームたっぷりのパンケー
キが人気の hanahana に、新しくフルーツサン
ドイッチが登場しました。テイクアウトは 2 個
から箱入りでお渡ししてます。クリームは純生
使用。（フルーツは日替わりになります）

営 11：00～17：30　休 不定休

cafe hana hana
244

テイクアウトイートイン

板橋区高島平 8—9—1—106 グリーンコーポ高島　 
☎ 03—6915—7028

塩分控えめ、胃にもたれないイタリアマンマの
味。自家製生パスタと選りすぐりの乾麺、切りた
てイタリア産生ハム・チーズがお薦め。自家製
菓子、オリーブオイル等も販売。カフェタイム
15：00～18：00／ディナータイム 18：00～
20：00（要予約）

営 11：30～14：30／15：00～20：00　休 月、火

パスタ工房あ・まーの
243

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 8—15—8　☎ 03—3931—9201

当店は高島平地域の皆様の憩いの場としてご愛
顧頂いております。店名にもある通り、おすすめ
は串揚げ！　特にお好み焼風キャベツ串揚げと
紅しょうがの串揚げはクセになるお客様が多い
です。元気の良い店長が皆様のご来店を心より
お待ちしております。

営 15：00～23：00　休 定休日なし

串揚げふく助
242

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 8—14—5 糟屋ビル　☎ 03—3936—8782

一品料理からセットメニューまでリーズナブル
に楽しんでいただける明るいお店、楽しいお店、
美味しいお店、お一人様でも気楽にご来店下さ
い

営 11：30～23：30　休 定休日無し（年末年始休み有り）

中国料理華丸
241

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 8—14—5 かすやビル 106　 
☎ 03—3934—1721

厳選された地鶏や焼酎が自慢の居酒屋。またピ
ザも生地から手作りで大変人気メニューです。
チェーン店にはないオリジナル料理でお待ちし
ております。是非お立ち寄り下さい。

営 16：00～0：00　休 木

WING
240

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 8—14—5　☎ 03—6789—9483

手間ひまかけた下準備が味の秘密！　毎日、マ
スターが自ら手間をひまかけ、新鮮で厳選され
た素材を使い、串を仕込んでいます。備長炭で焼
きあげる串焼きはどこにも負けないと評判です。
ご家族連れでも楽しめるように、人気の釜飯を
はじめ、雑炊等のメニューも豊富です。

営 16：00～23：00　休 水

Takegushi
239

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 8—6—10　☎ 03—3936—8506

高島平駅近くにあるクッキー専門店です。四つ
葉バターを使い、なるべく添加物を使わず体に
優しいクッキーを毎日手作りしています。おう
ちでのティータイムのお供に、また大切な人へ
のプレゼントにいかがでしょうか。お値段に合
わせてラッピングいたします。

営 9：00～17：30　休 日

クッキーハウス Cosmos
238

テイクアウトイートイン

板橋区高島平 8—3—3　☎ 03—3931—2557

お昼から美味しいお魚料理を食べながらお酒も
飲める！　をコンセプトに毎日営業中です。当
店イチオシは北海道直送の銀だら焼き！　各種
お弁当や一品料理もお持ち帰り出来ますのでお
気軽にお問い合わせ下さい。ご来店お待ちして
おります。

営 11：00～23：00　休 定休日なし

銀だら屋
237

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 7—32—5　☎ 03—3939—6750

人気のトライアングルランチを始め、自社工場
で作る手作りの点心が人気です。お料理も小皿
でリーズナブルな設定になっているので、少人
数でも楽しめます。

営 11：00～15：30／17：30～22：00　休 木

ヤムチャ専門店　とうげんきょ
236

イートイン テイクアウト

板橋区高島平 7—32—5　☎ 03—3939—6750

豆板醤からラー油までとことんこだわった麻婆
豆腐と坦々麺！！　広い店内でごゆっくりお食
事を楽しんで下さい。

営 11：00～15：30／17：30～22：00　休 定休日なし

四川料理　剣閣
235

イートイン テイクアウト
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