
令和4年6日14日12時現在

NO. 店名 テイクアウト
（持ち帰り）

デリバリー
（宅配） 電話番号 住所

メニュー
※詳細につきましては

各店舗にお問い合わせください。
注文要件等

1 リストランテ　ステラ ○ × 043-421-3001 四街道１丁目５－７

・本日のパスタ　700円+税 ・本日のピザ　800円+税
・サラダ　100円+税           ・クッキー　200円+税

☆ディナー向けセット
1人前 1,500円+税(パスタ、メイン付きセット)
１人前 2,500円+税(パスタ、メイン、前菜付きセット)

・オードブル １セット 2,000円+税(要予約)

<注文受付時間>
９：０0～１９：00(事前予約可)
※第３日曜、月曜は定休日

2
からかつ膳
(旧店舗名：四街道珈琲)

○ ○ 043-488-5114 鹿渡２００３－１０

・国産唐揚げ定食　499円+税
・ヒレカツ丼　880円+税
・国産プレミアムロースかつ定食　980円+税
・国産ヒレカツ2枚定食　980円+税
・鶏唐揚げ＆カニクリームコロッケ定食　699円+
税
・鶏唐揚げ＆メンチカツ定食　799円+税
・他多数

<宅配要件>
・要5,000円以上の注文
・宅配範囲に限りがあります。お問い合わ
せ下さい。
<営業時間>
11：00～20：00(L.O19:00)

3 珍来　四街道店 ○ ○ 043-309-8023 大日418-7

・ギョーザ　400円
・チャーハン　600円
・ラーメン　550円
・他多数

<宅配要件>
・1品からOK
※ただし、値段は1品あたり50円～100円変わ
ります。
・店舗から半径３ｋｍ以内
<営業時間>
11:00～22:00
<注文時間>
11:00～21:30

4
みんなの株式居酒屋
元気いっぱい四街道店

○ × 043-423-1831 四街道1-9-2

・焼鳥、焼豚　各種　一本120円+税
・手羽先揚げ　5本　550円+税～
・鶏唐揚げ　各種　330円+税～
・他多数

<問い合わせ時間>
13:00～22:00
<営業時間>
15:00～22:00(L.O21:00)
<テイクアウト対応時間>
15:00～21:00(予約は可)

5 新日本料理　豊山（とやま） ○ × 043-422-1192 鹿渡812-5
・対応可能な通常メニュー
※詳細はお問い合わせください。

<定休日>
月曜日
<注文受付>
13:30～16:30
<受け渡し>
17:30～20:00

        四街道市テイクアウト・デリバリー飲食店リスト
※情報は随時更新しますが、内容が変更になっている場合もございます。詳細は各飲食店様にお問い合わせください。
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        四街道市テイクアウト・デリバリー飲食店リスト
※情報は随時更新しますが、内容が変更になっている場合もございます。詳細は各飲食店様にお問い合わせください。

6 デニーズ四街道店 ○ × 043-422-5911 鹿渡1135-12

・お子様ランチ　242円
・お子様ハンバーガー　242円
・オムライス　677円
・カレードリア　677円
・他多数(公式ＨＰに掲載あります。)

<問い合わせ時間>
7:00～21:00
<注文時間>
9:00～21:00
電話・ＥＰＡＲＫでご注文いただけます。

7 せんとり ○ × 043-424-1194 大日69

・せんとりオードブル　1,000円
・お弁当　500円～
・もつ焼、焼鳥　１本　150円(12種類。注文は各
2本以上～)
・カラ揚　780円
・生野菜(サラダ)　350円
・他多数

<問い合わせ時間>
15:00～22:00
<注文時間>
15:00～22:00
※もつ焼・焼鳥は17:00～22:00

8 イタリアンバール　GOCHI ○ × 043-310-5750 鹿渡９３３－２１

・各種ピザ　980円+税～
・各種パスタ　980円+税～
・各種肉料理　1,280円+税～
・お得なセットメニュー　2,680円+税～
・他多数

<定休日>
月曜日
<営業時間>
ランチ11:00～14:30(L.O14:00)
ディナー17:30～21:30(L.O21:00)

9 べーぐるきっちん ○ × 043-497-5488 四街道１-６-８

・スイーツ系ベーグルサンド　300円～400円
・惣菜系ベーグルサンド　450円～580円
・キッシュ　300円～400円
　お好みのサンドに+300円で、ハーフキッシュと
地元野菜のピクルスセット
※全て税別

<定休日>火曜日
<問い合わせ・注文時間>10:00～18:30
<受け取り時間>10:30～19:00
※受け取りの30分前までにご注文下さい

10 居酒屋　千倉亭 ○ × 0120-749-343 四街道1－4－1

・おまかせ刺し盛　1,000円～
・カツサンド　650円
・アジフライサンド　550円
・ワサビ巻き　200円
・穴子押しずし　950円
・他多数、通常メニューで対応します。

<定休日>
日曜日・祝日
<問い合わせ時間>
13:30～22:00
<注文時間>
13:30～20:00
<受け取り時間>
15:30～閉店まで
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11
中華料理
永華楼飯店

○ × 043-422-2857 鹿渡1018

(期間限定メニュー)
・エビチリ弁当　７００円
・チンジャオロース弁当　７００円
(通常メニュー)
・メニュー全般(税抜き)
一部お持ち帰り頂けないお料理があります。

<問い合わせ時間>
11:００～２１:００

12 オステリアティモーネ ○ × 043-377-7744 めいわ4丁目１-14

・ランチボックス(スープ付き)　８００円+税
・オードブル４名様　４，２００円+税
・ピッツァマルゲリータ　１，１２０円+税
・ラザニア　７００円+税
等　その他多数

<問い合わせ時間>
1０:００～２０:００
前日にご予約を頂けますと確実です

13 トラットリア　フィオーレ ○ × 043-422-3144 四街道１丁目６-９
ＨＰに出ているメニューは、全てテイクアウトでき
ます。
只今、パスタご注文でガーリックトーストをサービ
ス！

<問い合わせ時間>
1０:００～２０:００
メニュー・個数・取りにきていたたげる日
時をご連絡していただければ、準備してお
きます。

14
生パスタ＆創作居酒屋
ＴＩＡＭＯ(ティアモ)

○ × 043-422-0203 四街道１丁目９-１

お持ち帰りパスタ　＋　ミニサラダ　780円+税
(数種類から１種選べます)

※その他のメニューもございます。お問い合わせく
ださい。インスタにて追加や変更の情報をアップし
ております。

〈営業時間〉
ランチタイム(祝・土・日曜休み)1２:００～１４:３０
(Ｌ.Ｏ１４:００)
夜(日曜休み)１8:００～２１:３０　(Ｌ.Ｏ２1:００)
※ディナーの営業時間につきましては、変更になる可
能性がございます。事前にお問い合わせください。
〈注文条件〉
・営業時間内　テイクアウト可能。
・１人前よりお持ち帰り頂けます。

15 アリランヤマト ○ × 043-432-2981 鹿渡1052

テイクアウト家庭応援キャンペーン価格(税込価格)
・和牛焼肉ロース重　1,300円
・和牛焼肉ロース弁当　1,500円
・希少部位カイノミ重　1,800円
・黒毛和牛ハンバーグ220g　1,300円

〈問い合わせ時間〉
ランチ　11:00～15:00(L.O14:30)
ディナー　17:00～22:00(L.O21:30)
※ランチ定休日　火曜日

〈注文要件〉
注文時間は営業時間中　当日OK
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16 カフェローマ ○ × 043-309-6816 大日85-2

・特製黒ネギご飯　690円+税
・極太釜揚げしらす丼　740円+税
・Roma'sナポリタン　580円+税
・Roma'sボロネーゼ　580円+税
・釜揚げしらすのペペロンチーノ　630円+税
・ナポリピザ、パニーニ　850円+税～

<問い合わせ時間>
10:00～20:00

17
やき鳥専科
一の酉　四街道店

○ × 043-424-8803 四街道１－３－１３

・正肉丼　500円
・つくね丼　500円
・豚バラ丼　700円
・焼き鳥丼　700円
・焼き鳥　9本セット　1,000円
・焼き鳥　16本セット　2,000円

<問い合わせ時間>
10:00～17:00　定休日　日・月・火曜日
<営業時間>
11:00～14:00(水・木・金土曜日)
16:00～19:00(数量状況により閉店)

※テイクアウトのみ営業(店内飲食不可)

18 はるのガーデン ○ ×

ご注文
050-5870-7721
お問い合わせ
043-312-4845

鹿放ケ丘２８２－１２

・コロッケカレー　800円
・シーフードカレー　1,000円
・エビフライカレー　1,500円(サラダ付)
・カツカレー　1,000円
・サラダピザ　1,000円
・生ハムサラダ　600円・シーフードサラダ　600円
・ローストビーフ丼　1,500円
・焼肉弁当　1,000円
・唐揚げボックス　800円

<注文時間>
11:00～1６:30
<受け渡し時間>
11:00～18:00
<店内飲食>
11:00～15:00

19 洋食　Ｋｅｎ-ｔａ ○ × 043-386-6660 和良比２５６－８５

☆日替わり例)豚丼、ナポリタン。ハヤシライス等
※TELにて日替わり内容お伝えします。
・Ａ　　800円
・Ｂ　1,200円　ＤＸお弁当
・Ｃ　2,500円　2～3人前おかず　ハンバーグ、唐揚
げ、ソーセージ、ポテトフライetc
☆サイドメニュー　・1人前サラダ　200円・生ハムサ
ラダ大　500円・ピッツァ(おまかせ)1,100円・ハン
バーグ(照り焼き)1,100円

※令和3年6月22日より、夏の間はテイクアウ
トを一旦中止いたします。再開しましたらまた
お伝えします。
<定休日>日曜日、火曜日夜
<問い合わせ時間>
11:00～14:00　17:00～20:00
ランチ・ディナー　テイクアウト可
引き取り時間お伝え下さい
テイクアウトは店CLOSE30分前まで

20
カレーハウスCoCo壱番屋
四街道駅北口店

○ ○ 043-420-0070 鹿渡2003-21

・ロースカツカレー　　　809円
・野菜カレー　　　　　　745円
・野菜サラダ　　　　　　189円
※宅配の場合容器代、配達手数料あり
　サイドメニューも充実！！
　他メニュー色々！！壱番屋ホームページをご覧く
ださい。

<問い合わせ時間>
10:00～22:00
<注文時間>
テイクアウト　11:00～22:00
宅配　　　　　11:00～14:00
　　　　　　　18:00～21:00
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21 リトルチャンチャン ○ × 043-432-0022 旭ヶ丘3-8-7

[期間限定！テイクアウトは表示価格より10％オフ!]
・ビリ辛がクセになる!「麻婆豆腐」1,050円
・自慢のプリプリ食感「エビのチリソース」1,890円
・中華の定番人気「チンジャオロース」1,570円
・具がたっぷり「五目焼きそば」　　890円
・食べ応えあり！「肉チャーハン」　890円
・ビールのお供に最高「餃子」　500円
※各税込/10％オフ後に10円未満切り捨て。

<定休日>
木曜日
<注文・受け取り時間>
11:30～15:00
17:30～21:00（時間外は応相談）
※電話予約だと、お待たせしません。

22 遊行庵 ○ × 090-8509-5768
鹿渡933-25
ＫＫＨＳビル1階

・天ぷら盛合　800円
・ローストヒーフ　650円
・スモークサーモン　650円
・合鴨ロース　650円
・生そば1人前（そばつゆ付）700円
・天丼　830円
・その他
※税込価格

<注文時間>
11:00～14:00
17:00～20:00

4月中は昼のみの営業です。
5月以降は未定。連絡お待ちしています。

23 タージ・パレス　四街道店 ○
○

(出前館)
043-424-0310 四街道1-22-12

ランチタイムのテイクアウト
・お弁当　500円(カレー弁当)
・スペシャル弁当　800円～980円
ディナータイムは単品のみテイクアウト可

<注文時間>
11:00～15:00
17:00～20:00
<配達時間>
11:00～15:00
17:00～20:30
※当日12:00までの配達の場合は前日
20:00までに注文

24
お好み焼きもんじゃ
ももたろう

○
○

(要相談)
043-312-0555

四街道1-2-1
チェリープラザ2F

<お好み焼き>
 700円 ・紅生姜　・チーズ　・納豆磯辺
 800円 ・豚　・イカ　・きのこ
 900円 ・エビ　・タコ　・豚トロ　・ミックス
<焼きそば>　　600円　・ソース　・シオ
<オムソバ>　　650円
・その他通常メニューのテイクアウトはご相談くだ
さい。

<定休日>
月曜日　※火曜日の分の注文は受け付けます。
<注文時間>
10:00～17:00
<受け取り時間>
11:30～19:00
※焼き上がりにお時間をいただきますので時間
に余裕を持ってご注文ください。
※前日注文も受け付けております。

25 icoba四街道1丁目 ○ ○ 043-312-7111 四街道1-20-4

・国産豚バラしょうが焼き弁当　　　　600円
・大橋鶏肉店の鶏そぼろ弁当　　　　　600円
・復活icoba弁当　　　 　　　　　　　500円
・じっくり煮込んだ牛すじカレー　　　600円
・昔ながらのスパゲティナボリタン　　550円

<注文時間>
前日10:00～15:00
<配達時間>
11:30～12:30
※注文は1,000円からとし、配達は(２Km:
圏内)とさせていただきます。
価格は５月末までの価格とさせていただき
ます
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26 居酒屋　楽吞 ○ × 043-420-0099 四街道1-7-4

・焼鳥・豚串　1本　130円＋税～
・野菜串・アラカルト串　1本　130円＋税～
他多数　　ご相談ください

<問い合わせ時間>
12:00～20:00　定休日火曜日
<注文時間>
12:00～19:30
予約可

27 居酒屋　ぎんちゃん家 ○ ○ 043-308-9200
四街道1-5-4
福山ビル1F

・焼鳥　各180円+税～
・大山鶏ささみステーキ　580円+税～
・屋台風焼きそば　480円+税
・本格パスタ(塩)　490円+税
・丼もの　580円+税～
他多数

<問い合わせ時間>
17:00～22:00
<注文要件>
1500円以上から注文可能

28 モスバーガー四街道店 ○ ○ 043-432-0076 和良比269-14

・モスバーガー　343円
・テリヤキバーガー　334円
・ポテトS　204円
ネット注文もできます。
ネット注文、その他メニューはホームページから！

<店舗営業時間>9:00～21:00
<配達時間>11:00～14:30  17:00～20:30
<配達要件>
・宅配1回につき宅配料305円頂きます。
・配達エリアはホームページをご覧ください。
・現在、お持ち帰り、宅配のみの営業です。

29 中華料理　味楽酒家 ○ × 043-497-5586
四街道１丁目２-１
1F

・ギョーザ　300円（６個）
・チャーハン　580円
・手づくり弁当　550円～
・麻婆豆腐　550円
・青椒肉絲　550円
・中華丼　　550円

<問い合わせ時間>
1１:00～2３:00
<注文時間>
10:30～20:00

30 中山そば ○ ○ 043-432-3445 旭ヶ丘５-１０-７

メニュー表店頭にて配布します。

　　うどん・そば・ラーメン類
　　丼物・定食等

<問い合わせ時間>
10:00～21:00　定休日　日曜日
<注文時間>
９:00～19:30
<配達時間>
11:00～20:00
出前は旭ヶ丘・みそら・山梨・和田・小名
木地区とさせていただきます。
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        四街道市テイクアウト・デリバリー飲食店リスト
※情報は随時更新しますが、内容が変更になっている場合もございます。詳細は各飲食店様にお問い合わせください。

31
創作れすとらん
FURAIBO

○ ○ 043-237-5453 鷹の台4-11-1
野菜たっぷりのお弁当　1,080円～
オードブル(3～4名分)　5,400円
自家製ドレッシング　650円

<問い合わせ時間>
11:30～20:00
注文を頂いてからお作り致します。20分程お時
間掛かりますので、お電話してから、ご来店く
ださいませ。
<宅配要件>
店舗のお近くでしたら、5,000円以上で配達も
可能です。お気軽にお問合せください。別途送
料200円

32 平蔵寿し ○ ○ 043-432-0982 旭ヶ丘5-18-12

<にぎり>
特上　2,570円　　上　1,950円
梅　1,620円
<ちらし(丼物)>
特上ちらし　2,570円　上ちらし　1,950円
鉄火丼　2,140円　　　いくら丼　2,160円

他色々、巻物・刺身・揚物等あり　HPに掲載

<問い合わせ・注文時間>
11:00～13:30　16:00～20:30　木曜定休日
<出前時間>
16:30～20:30
<持ち帰り時間>
11:30～13:30　16:30～20:30
出前、持ち帰りともに希望時間の2時間前までに注文
ください
店内の状況により時間外対応が可能な時があります
電話にて相談ください

33 居酒屋　れんが亭 ○ × 043-432-1926 めいわ１-２５-１６

テイクアウト
・串焼き盛り合わせ10 本　  　1,500円＋税
・だし巻玉子　       　　             580円＋税
・とり唐揚げ　　　　　　 　  　 680円＋税
・ガツの酢みそ合え　　　 　　　580円＋税
・チャーハン　　　　　　　 　　680円＋税

<問い合わせ時間>
16:00～19:30　定休日　水曜日
※受け渡し希望時間の30分前までにご注文
下さい。
<店内飲食>
17:00～20:00

34
個室スペイン居酒屋
スペインの宴

○ × 043-497-4045
四街道1-6-1
フェイスビル2階

・当店自慢のこだわり贅沢パエリア
　1人前　980円～　※オーダーは2人前から
・各種もちもちの生パスタ　740円～
・各種アヒージョ　690円～
・柔らか牛タンの赤ワイン煮込み　890円
・宅飲み自家製刻み肉のチョリソ　690円
その他多数

<問い合わせ・注文時間>
11:00～23:00　不定休

ご予約もできます。
不定休なのでお問い合わせください。

35
NPO法人福祉ショップ
こんぺいとう

○ × 043-433-5810
和良比635-4
わろうべの里内

きつねうどん 380円
冷やしうどん 480円
五目チャーハン、えびピラフ　各450円
オムハヤシ 500円
生姜焼き丼、牛丼、中華丼　各450円
シフォンケーキ 200円
※全て税込価格

<問い合わせ・注文時間>
10:00～14:00　(火曜～土曜営業)

<商品お渡し時間>
14:30まで
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36
Chinese Restaurant
泰山

○ × 043-235-7771 鹿渡934-44

海老チリ・青椒肉絲弁当　1,280円
海老チリ・麻婆豆腐弁当　1,180円
海老チリ・酢豚弁当　　　1,380円
各種料理　　　　　　　　　880円～
ギョーザ点心各　　　　　　360円～

<お電話受付時間>
10:00～14:00/17:00～19:30
<商品お渡し時間>
11:30～14:30/17:30～20:00
※月曜日・第3火曜日は定休日


