
　詳細は各店舗へお問い合わせください。

店舗名
テイクアウト

や配達の対応
代表メニューと価格 店舗住所

店舗電話

番号
営業時間 定休日 注文方法 支払方法

1 太麺やきそば まことや
テイクアウト

配達

小江戸おむ（800円・込）女子弁当（500円・込）からあげ

弁当（600円・込）とんかつ弁当（600円・込）豚しょうが

焼き弁当（600円・込）やきそば・おにぎり弁当（600円・

込）チキン南蛮タルタル弁当（700円・込）太麺やきそば

（並）（500円・込）太麺やきそば（大）（650円・込）太

麺やきそば（特大）（800円・込）

３５０－００６６

川越市連雀町８－４
049-224-2915

11:00～14:00

16:00～18:00
月曜日 □電話

□現金

□PayPay

2 PIZZERIA ROCCO テイクアウト

【緊急事態宣言発出中限定のお弁当2種】

肉肉弁当 980円

ローストビーフ弁当 980円

ソロセット 2/3サイズピッツァ

ソロセット 2/3サイズパスタ 　　各1980円

他

３５０－００６６

川越市連雀町１０－３
049-299-6960

11:00～20:00

（受付時間）
木曜日

□電話

□SNS

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（電子

マネー）

3
Cafe & Kitchen

LAPHUTER

テイクアウト

配達（Uber Eatsの

み）

フレンチトースト（540円税込）

メープルフレンチトースト（540円税込）

チョコソースフレンチトースト（540円税込）

アップル＆シナモンフレンチトースト（540円税込）

チーズ＆チーズ　フレンチトースト（650円税込）

牛すじオムハヤシ（650円税込）

ナポリタン（540円税込）

川越産地卵使用のカルボナーラ（540円税込）

ミートソースオムライス（650円税込）

マッシュポテト＆チーズ　オムライス（650円税込）

３５０－００４２

川越市中原町１－５－

１７－２階

049-227-6652 11:00～17:00 月・日・祝
□電話

□SNS

□現金

□PayPay

4 cafe Matilda

テイクアウト

配達（土・日の

み）

①ソーセージエッグパンケーキ（500円・抜）

②フライドチキンチーズソースパンケーキ（700円・抜）

③チョコバナナパンケーキ（500円・抜）

④自家製ソーセージ（700円・抜）

３５０－００４２

川越市中原町１－５－

１７　MANITAビル１

階

049-277-3747 8:00～22:00 火曜日 □電話　　　　　
□現金

□PayPay

5 郷土ぐるめ　開運亭 テイクアウト

太麺焼きそば（テイクアウト）（756円・込）

代表メニュー：焼きそば御膳（1,100円・込）

お切り込み御膳（1,540円・込）

３５０－００６３

川越市幸町２－１１

白石藤兵衛商店2F

049-223-3335 11:00～17:00
毎週月曜日・

第３火曜日
□電話　　　　　 □現金

6 スナック　れん テイクアウト

焼きそば（300円）・厚焼き玉子（300円）・から揚げ

（200円）・きんぴら（200円）・焼きおにぎり（100

円）・お弁当（500円）・揚げ餅（100円）

※すべて税込

３５０－００６５

川越市仲町１６－２
049-222-8992

そうざい12:00～（なく

なり次第）

雨の日は店内にありま

す。

無休 □電話　　　　　 □現金

7 割烹　福登美
テイクアウト

配達

・みやび　2,800円・あおい　2,000円・なごみ　1,500円・

七福神　 900円・すき焼き弁当　2,200円・冷しゃぶ弁当

2,200円・うなぎ弁当　2,200円・かに弁当　1,500円・お子

様弁当　　1,200円

※全て税込

３５０－００４３

川越市新富町１－３－

７

049-222-2913
11:00～14:30

16:30～22:00

なし（事前予

約のみ）

□電話

□メール

□店舗ホーム

ページ

□現金

8 川越らーめん　こひや テイクアウト

自家製焼き餃子（5ヶ）（440円）※お時間いただきます！

（冷凍での販売可）・自家製穂先メンマ（490円）

自家製チャーシュー1枚（150円）・自家製チャーシュー1

本1.5kg~2kg（3,500円）

※すべて税込

３５０－００６６

川越市連雀町９－１
049-270-2536

5/6まで短縮営業

11:00～21:00
不定休

□電話

□メール
□現金

9
Trattoria Caro（トラッ

トリア　カーロ）
テイクアウト

ランチパスタ単品（850円・抜）

サラダパスタセット（1,000円・抜）

３５０－００６６

川越市連雀町１４－２

シャトー連雀１A

049-299-8959

ランチ11:00まで受付

12:00～14:00受取

ディナー16:00まで受付

17:00～19:00受取

□電話
□現金

□paypay

10
小江戸カントリーファー

ムキッチン
テイクアウト

バイキング弁当（500円・580円・680円・780円）お好き

なお惣菜がつめられます。

うなぎ弁当（1,500円）・カレー（500円）・カレー小

（200円）

※すべて税抜

３５０－００５６

川越市松江町１－２２

－１１

049-298-5735
11:00～17:00

お電話ください
□電話

□現金

□paypay

TAKE OUT かわごえ 店舗リスト

※店舗のご都合により、営業時間、メニュー内容等について変更される場合があります。

TAKE OUT かわごえ

WEBサイトはこちらから！



11
手打ちうどん そば 松崎

屋
テイクアウト

しっかりした味わいえび天 280円・さくさくかき揚げ 250

円・もちもち生うどん 二人前 300円・ゆでうどん 一玉 150

円・うどん屋さんの濃縮つゆ 5～6人前 300円・手打ちうど

んの 特製やきうどん 470円・うどんセット 500円・うどん

セット天ぷらつき 700円・うどんセットかき揚げつき 680

円

お鍋をご持参いただけたらうどん二人前＋ねぎ＋特製つゆ

で、お店で煮込みます‼

３５０－００６６

川越市連雀町２４－６

（マルエツのとなりで

す）

049-222-0349

11:00～うどんがなくな

り次第終了（だいたい

18:00前後）

※仕入れなど都合でおや

すみの時もあります）

月曜日

□電話

□直接店頭に

て

□現金

12 がブリチキン テイクアウト

からあげカップ　骨なしもも/手羽先　３個　４００円

（込）

骨なしももＢＯＸ　７個　１０００円（込）

３種ＭＩＸ ＢＯＸ　　１０００円（込）

よくばり６種ＢＯＸ　２０００円（込）

骨付鳥ひなＢＯＸ　　１０００円（込）

350-1123

川越市脇田本町16-26

嶋田ビル１階

049-241-0390 16：00-23：00 年中無休 電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

13 朝日屋　そば屋
テイクアウト

配達

税込価格

かつ丼８５０円・親子丼８５０円・開花丼８５０円・牛丼

７５０円・天丼１２００円

350-1102

川越市的場北2-22-6
049-231-1312 11:00-19:30 火曜日 □電話 □現金

14 そば処　冨久屋
テイクアウト

配達

かつ丼セット　９２０円

天丼セット　１２００円

山菜おろし　７８０円

かつ丼　７２０円

天ぷらそば　９００円

三味そば　８２０円

弁当　５２０円～　＊内容と値段についてはご相談下さ

い。

※すべて税込

350-0066

川越市連雀町１０－１
049-222-0887

11:30-14:30/17:30-19:30

（不定休）
不定休 □電話

□現金

□PayPay（店の

み）

15
きょうのごはんゆるり

Café

テイクアウト

配達

☆ゆるり特製お弁当（1,400円）

☆ピリ辛肉みそごはん（1,100円）（期間限定メニュー）

☆自家製ローストビーフごはん（1,300円）

・きょうのおばんざい3種盛（500円）

☆自家製ポークジンジャーごはん（1,200円）

※☆のマークはすべてドリンク付き、すべて税込

３５０－００６６

川越市連雀町３２－１
049-227-9133

11:00～15:00（L.o.)

※15:30まで受取可
不定休 □電話 □現金

16 かすみ食堂 テイクアウト

税抜

焼肉４８０円・唐揚げ４８０円・中華丼６５０円・かつ丼

７２０円・レバニラ５２０円・マーボー豆腐６４０円・メ

ンチとカキフライ４４０円・海老と玉子のふわふわ炒め７

００円

３５０－１１０３

川越市霞ヶ関東2-7-5
049-231-1803

11：00-14：30

17：00-21：00

月曜（祝日の

場合は翌日休

み）

□電話 □現金

17 ゆ乃うどん テイクアウト
肉汁うどん７５０円（税込）

もりうどん５００円（税込）

３５０－００６２

川越市元町2-1-40
049-299-8017 11：00-15：00 木曜日 □電話

□現金

□Paypay

18 HATSUNEYA GARDEN テイクアウト

税込

特製日替わりカレー　７００円

ミストラルバーガー　７５０円

河越抹茶パフェ　３５０円

３５０－００６２

川越市元町1-9-8
049-222-2300 11：30-17：00 火曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

19 居酒屋大　本川越店
テイクアウト

配達

焼き鳥パック６本入り　６００円

お弁当各種（唐揚げ、生姜焼き、焼き鳥）　５００円

もつ煮込み　３５０円

ポテトサラダ　２５０円

揚げ物各種　７０～１２０円

350-0042

川越市中原町2-3-1
049-223-8529 12：00-21：00 無休 □電話

□現金

□PayPay

20 いちのや テイクアウト

うな重（菊）３,２５０円（税別）

うな重（大）５,９５０円（税別）

蒲焼　　　　２,９８０円（税別）

350-0056

松江町１-１８-１０
049-222-0354

11：00-20：30（月曜以

外）

不定休（１・

７・８・１２

月以外は月曜

休み）

□電話

□現金

□クレジット

カード

21 紅茶浪漫館シマ乃 テイクアウト
日替わりサンド　５００円・各種トースト　５００円・タ

コライス　５００円・手作りチーズケーキ　３００円

350-0065

川越市仲町5-11
049-222-2715 12：00-17：00 5/6まで無休 □電話 □現金

22 かぶや
テイクアウト

配達

税込価格

豚玉（イカ玉）５００円・ミックス玉８４０円・モダン玉

（焼きそば入）８４０円・豚焼きそば４００円

350-0065

川越市仲町2-11
049-222-0170 11：30-15：00 月曜定休 □電話 □現金

23 dining kitchen　LIFE テイクアウト

LIFEのお弁当　１０８０円・LIFEのミニ弁当　７５０円・

洋風寿司　１０８０円・季節替わりのお料理（肉・魚・パ

スタから１点）１０８０円・黒カレー　７００円・ポーク

ハンバーグ　１０８０円・バラエティボックス　２０００

円

350-0066

川越市連雀町10-1
049-298-8331

☆店内営業時間 11:00～

21:00 （入店はご予約優

先）

☆テイクアウト受付時間

9:00～20:00

☆テイクアウトお渡し時

間 18:00～21:00

不定休

□電話

□メール

□SNS

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

24 シマノコーヒー大正館 テイクアウト

ヤキサンド　３種・ピザトースト・ツナトースト・ハン

バーガー・ナポリタン・ケーキ

↑ドリンクとセットで税込み　1,280円

350-0066

川越市連雀町13-7
049-225-7680 8：00-19：00 不定休 □電話 □現金



25
レストランバー　ココシ

ス
テイクアウト

川口さんちの麻婆豆腐　７８０円

手作りのチキンナゲット　７４０円

厚めのハムチーズカツ　７２０円など

（税込、容器代込み）

350-0043

川越市新富町2-4-2

太陽ビル4階

049-298-3398

17:00～24:00（通常時）

現在はテイクアウトのみ

16:00～19:00（お渡し時

間）

月曜日・第２

火曜日

□電話

□SNS
□現金

26 食彩処　春夏秋冬 テイクアウト

日替わり弁当　８００円・カルビ焼き弁当　８００円・ブ

ラックカレー　６００円・鮭塩焼き弁当　７００円・ハン

バーグ弁当　７００円・生姜焼き弁当　７００円

（すべて税込価格）

350-1102

川越市的場北1-16-6

リバティ森田105号

049-298-6835 11:30～19:00 月曜日 □電話
□現金

□PayPay

27 レストランModesty テイクアウト

豚肩ロースやわらか煮 ［1100円］・自家製ハンバーグ

［1100円］・国産鶏のチキン南蛮 ［1100円］・大きな鶏

つくね［1100円］・エビフライとクリームコロッケ［1300

円］

→ すべて、ライス、ミニバーニャカウダ付きです

→ すべて、税込価格です

350-0043

川越市新富町1－3－9

アミティ本川越201

049-223-7701

【現在営業時間を短縮し

ています】

Lunch／11:30～15:00

（L.O 14:00）

Dinner／17:00～20:00

（L.O 21:00）

火曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

28 シンラガーデン
テイクアウト

配達

Ａ５サーロイン＆秘伝だれの炭焼きプルコギ弁当 1680円・

Ａ５黒毛和牛カルビ弁当　１５００円・ランチタイム限定

秘伝だれのＡ５炭焼きプルコギ弁当　スープ付き　９５０

円・チーズダッカルビ　１０００円・冷麺　９７０円・

ユッケジャンスープ　６００円・白菜キムチ　３５０円・

チヂミ　８５０円

350-0051

川越市志多町１６－３
049-224-8872

１１時から２１時までテ

イクアウトデリバリーは

やっています。

火曜日
□電話

□HP

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

29 武蔵野うどん 湊 テイクアウト

生うどん・ゆでうどん（汁＋具付き）

一人前（500g）※ゆでめんは麺の量選べます。￥650～

肉汁か.きのこ汁どちらかお選びいただけます。

うどんのお弁当（当店で汁を温めてすぐにお召し上がりい

ただけます。

一人前（500g～）￥750～

350-0057

川越市大手町5-1
049-298-7371 11時OPEN 金曜日 □電話 □現金

30 一六八 テイクアウト

Aセット：ルーロー飯(小)、角煮サンド、ドリンク付き ¥

870(税込)

Bセット：ルーロー飯(大)、ドリンク付き ¥650(税込)

Cセット：ルーロー飯(小)、手作り肉まん、ドリンク付き ¥

760(税込)

ルーロー飯 単品 ¥520(税込)・台湾豆花 ¥550(税込)・台湾

タピオカミルクティー¥420(税込)

350-0043

川越市新富町1-3-4
080-9890-7206

平日 11:00～16:00

週末11:00～17:00
水曜日

□電話

□SNS

□現金

□PayPay

31 BurgerCafe honohono
テイクアウト

配達（Uber Eats)

ドリンクセット（バーガー＋ポテト＋ドリンク）

※￥100円（108円） でポテト倍量

●ホノホノバーガー【 不動の １番人気！】 1730円

（1868円）

●ベーコンチーズエッグバーガーセット【女将イチオ

シ！】 1710円（1847円）

●ハニーチーズバーガーセット【やみつきNo.1 ！】 1350

円（1458円）

他

※（　）内税込価格

350-0062

川越市元町1-8-25
049-277-5723

ランチ11:00～

15:30(L.O.15:00)　ディ

ナー17:30～22：

00(L.O.21:00)

不定休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

32 喫茶プチモア テイクアウト

・プチモアオススメ

★期間限定値引き中

日替わりランチ￥１１００→￥１０００

（テイクアウトのみの値段です）

サラダ+デザート付き

全て税込み価格

350-1121

川越市脇田新町14-1
049-242-6550

月、水、木、金

10時～16時半位

□電話

□SNS

□現金

□PayPay

33
KOEDOイタリアン

ルーチェ

テイクアウト

配達

人気No1.しらすと小江戸野菜のペペロンチーノ@1180・人

気No2.小江戸野菜のグリーンサラダ特製玉ねぎドレッシン

グ@780・人気No3.PIZZA マルゲリータ@1180・小江戸黒

豚と小江戸野菜のイタ飯@1180・PIZZA クワトロフォル

マッジ@1380・PIZZAビスマルク@1380・小柱と小江戸野

菜のジェノベーゼ@680・小江戸黒豚の温しゃぶラタトゥイ

ユ@780・鶏ささみのフリット@640・ゴボウのフリット

@640

350-0043

川越市新富町1-1-11-

1F

049-226-5688

終日

11:00～14:00

17:00～22:00

□電話

□HP

□現金

□PayPay

34 旬彩　万五屋
テイクアウト

配達

お刺身盛り合わせ　980円～・万五屋サラダ　880円

厚切ベーコンと温泉卵のサラダ　880円・まぐろと長芋の

カプレーゼ　780円・季節の天ぷら盛り合わせ　1580円・

地鶏のガーリックグリル　780円・粗挽きメンチカツ　690

円・自家製ローストビーフ　850円・三元豚ポークグリル

780円・特製だし巻き卵　580円

※税抜き価格

350-1123

川越市脇田本町10-4

サンハイム川越201

049-247-2559 15:00～23:00
□電話

□メール

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

35 はすの香カフェ テイクアウト

うまみたっぷりチキンカレー

・単品 ¥890

・前菜セット ¥1270

ホタテとトマトのしあわせドリア

・単品 ¥980

・前菜セット ¥1360

たまごサンド ¥780・アメリカンドッグ ¥390

ホットドッグ ¥390

他

※すべて税抜価格

350-0036

川越市小仙波町1-3-7-

2

049-214-1814

10:30～20:00

（L.O.19:30）

当面 18:00 close

毎週木曜・第

2、第4水曜

□電話

□メール

□SNS

□HP

□現金

□PayPay



36 元気屋ふってん霞ヶ関店 テイクアウト

からあげ弁当　550・チキン南蛮弁当　600・チャーハン

550・カレー　500・ホルモン丼　700・チャーシュー丼

900・牛タン丼　1000・サーロイン弁当　2000

350-1103

川越市霞ヶ関東1-3-

15

049-237-5572
12時から15時

17時から22時
□電話

□現金

□クレジット

カード

37

Sweets Labo（タピオカ

とエッグワッフルの専門

店）

テイクアウト

配達（Uber Eatsの

み）

ミルクティー（タピオカ入り）　486円～・タピオカラ

テ、黒糖ミルクティー　540円～・エッグワッフル　378円

～・クリームエッグワッフル　540円～

350-1123

川越市脇田本町10－5
080-2378-8551 10:30～19:30 年末年始 □電話

□現金

□PayPay

38 イタリア料理felicita テイクアウト

渡りガニのパスタ　1,050円・オリジナルサラダ　700円・

Mixピザ　950円・明太子パスタ　900円・牛肉のタリアー

タ　1,800円・マルゲリータ　900円・ライスコロッケ

550円・ミートソース　950円

350－1124

川越市新宿町1-9-6

新宿栄ビル２F

049-293-5432
11:00～15:00

17:00～20:00
無休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

39
HIDEAWAY DINING

555

テイクアウト

配達

ハンバーグ弁当800円・グリルチキン弁当900円

ランチタイムはサラダ付税込、ディナータイムは税抜

350-1123

川越市脇田本町9－5
049-257-5063 11:30～22:00（L.o.) 無休

□電話

□メール

□SNS

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他

40 餃子屋心玄 テイクアウト

焼き餃子　各種６個入り（すべて税込）

心玄３５０円・にんにく３５０円・しそ３９０円・チーズ

３９０円・特製肉４００円

焼き餃子　３種３０個（各１０個ずつ）（税込）

心玄、チーズ、しそ、にんにくの中から３種類

１８１０円→１６００円（２１０円お得）

焼き餃子　３０個（税込）

心玄　１７５０円→１５００円（２５０円お得）

ジャンボ餃子グオティエ　２本２４０円（税込）

生餃子１８個入　　５００円（税抜）・３６個入　１００

０円（税抜）

その他各種冷凍餃子２０個入りから

ジャンボ焼売、ジャンボ餃子の冷凍もあります。

（すべてテイクアウトとなります）

350-1124

川越市新宿町６－２３

－３５

049-245-9911 １１時～１９時　 水曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（d払

い、auPAYなど

各種バーコード

決済、楽天Edy、

ドコモiD、交通

系、nanaco、

WAON、

QuicPay他多数

41 お弁当のアカマツ
テイクアウト

配達

ロイヤル日替り弁当　550円

【3万食突破！】

アカマツ高野シェフ特製弁当　660円

全て税込

350-0825

川越市月吉町41－3 ア

カマツビル

049-225-1313

平日9:00~18:00

（土日祝の配達はご相談

ください）

□電話

□SNS

□HP

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

42 和処 日々笑心 テイクアウト

ひびしょーのトリカラ丼  ¥780・豚バラ生姜焼き丼  ¥

780・ふわとろオムライス  ¥780・自家製ポテサラ  ¥480・

出し巻き玉子  ¥580・豚巻き串 ガリ生姜  ¥300

350-1114

川越市東田町8-12佐

賀ビル1F

049-293-7484 11:00～20:00
□電話

□SNS

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

43 大穀　菓子屋横丁店
テイクアウト

配達

うな重（竹）　2,300円

うな重（松）　4,200円

特製うな重　　6,100円

うなぎ蒲焼（松）　3,900円

特選黒毛和牛弁当　2,800円

天重　　　2,350円

野菜天重　1,100円

※すべて税込表記となります。

※お持ち帰りの際は各品100円割引となります。

350-0062

川越市元町2-9-24
049-224-5055 11：00～19：00（Ｌ.Ｏ） 水曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

44 ＠FARM Café テイクアウト

1.フレッシュトマトとモッツァレラチーズのパスタ　880円

(税抜)

2.野菜たっぷりミートソースのパスタ　880円(税抜)

3.フレッシュトマトのマルゲリータピザ　850円(税抜)

4.半熟タマゴのビスマルクピザ　850円(税抜)

5.トマトたっぷりキーマカレー　850円(税抜)

6．ミートコーンピザ　880円(税抜)

350-1151

川越市今福1044-2
049-241-4115

10:00～15:00

短縮営業中

月曜日

(祝日の場合は

翌火曜日)

□電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

45 La Foire（ラフォアー） テイクアウト
幸せのいちご　¥680

タコミートサルサBOX　¥1,300

350-0066

川越市連雀町10
049-227-3741 11：30-21：00 水曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

46 お惣菜とカフェ Rikas テイクアウト

お惣菜(パック販売)　各種100円～・お弁当(から揚げ・チ

キン南蛮・鯖の塩焼)　各種463円・焼き立てPIZZA　各種

500円～・サイボクの揚げ物　各種180円～・デミトマトオ

ムライス　750円・日替わりパスタ　600円～

※価格はすべて税別です。

※PIZZAの持ち帰りのみ箱代75円が別途かかります。

350-1174

川越市かすみ野1-1-5
049-233-9265 10:30～18:00 □電話

□現金

□クレジット

カード



47 ACROSS THE RIVER
テイクアウト

配達

オリジナルスパイシーバターチキンカレー（税抜き

￥500）・ミルクティー（税抜き￥360）・河越抹茶、ほう

じ茶ミルクティー（税抜き￥390)・黒蜜タピオカミルクラ

テ、黒蜜タピオカ河越抹茶ラテ（税抜き￥460）・搾り立

て果汁100％フルーツティー（税抜き￥490）・ストロベ

リーフルーツティー（税抜き￥420）・ヤクルトティー

（税抜き￥490）・ラッシー（税抜き￥360）・愛玉子はち

みつレモンティー（税抜き￥490）・生タピオカトッピン

グ、チョコタピオカ（無料）

350-1122

川越市脇田町8-1
049-224-9332 10：００～20：00 年中無休

□電話

□HP

□現金

□PayPay

48
ぎょうざの満洲

川越西口店
テイクアウト チャーハンと餃子　660円（税込712円）

350-1123

川越市脇田本町15-19
049-243-4699

11:00～20:00

（ラストオーダー

19:30）

年中無休

（1/1,1/2を除

く）

□電話

□現金

□クレジット

カード

□その他

49
ぎょうざの満洲

川越クレアモール店
テイクアウト チャーハンと餃子　660円（税込712円）

350-0043

川越市新富町1-19-4
049-227-8870

11:00～20:00

（ラストオーダー

19:30）

年中無休

（1/1,1/2を除

く）

□電話

□現金

□クレジット

カード

□その他

50
ぎょうざの満洲

霞ヶ関駅店
テイクアウト チャーハンと餃子　660円（税込712円）

350-1103

川越市霞ヶ関東1-1-4
049-239-5751

11:00～20:00

（ラストオーダー

19:30）

年中無休

（1/1,1/2を除

く）

□電話

□現金

□クレジット

カード

□その他

51
ぎょうざの満洲

川越的場店
テイクアウト チャーハンと餃子　660円（税込712円）

350-1107

川越的場新町21-11
049-227-3877

11:00～20:00

（ラストオーダー

19:30）

年中無休

（1/1,1/2を除

く）

□電話

□現金

□クレジット

カード

□その他

52 大穀　川越店
テイクアウト

配達

うな重（竹）　2,300円

うな重（松）　4,200円

うなぎ蒲焼（松）　3,900円

特選黒毛和牛弁当　2,800円

黒豚とんかつ定食　2,150円

唐揚げ定食（にんにく醤油）　1,450円

ミルフィーユかつ定食　1,450円

天重　2,350円

お子様弁当（おもちゃ付き）　1,100円

※税込価格の表記になります。

※お持ち帰りの際は各品100円割引となります。

350-1137

川越市砂新田東裏103
049-244-8895 年中無休 □電話

□現金

□クレジット

カード

53 和食・広島焼　メープル テイクアウト

そば入り(豚、玉、イカ天、そば)　850/918・海鮮お好み

焼(イカ、タコ、エビ、九条ネギ)　1500/1620・九条ネギ

のネギ焼(A5和牛筋使用　)800/864・レンコンバキバキ揚

げ(名物)　750/810・鉄板焼シーザーサラダ(名物)

850/918・刺身盛り合わせ(名物)2人前～　1800/1944～・

海宝弁当(極上ちらし寿司)　2300/2484・メープル賄いタ

ンすじカレー　900/972・焦がし醤油と牛筋のバターライ

ス　650/702・自家製杏仁豆腐(名物)

※税抜/税込

350-0042

川越市　中原町　2-

13-21

049-225-9175 10:30～20:00 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

54 CAFE&SPACE NANAWATA テイクアウト

【エクレア】

5種セット1,836円／単品378円～432円

【焼き菓子】

おうちCafe BOX（詰め合わせ）2,160円

※単品でのご購入ももちろん可能です。（各216円～324

円）

【サンドイッチ】

えびアボカドサンド（2カット）810円

B.L.T.サンド（2カット）842円

【ドリンク各種】

（それぞれ税込価格）

３５０－００５６

川越市松江町2-4-4
049-237-7707 10:30～17:00 木曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

55 新井製菓 配達

芋せんべい小袋販売 素焼 1袋(90g).500円・ 砂糖 1袋

(120g).500円・ しょうが砂糖 1袋(110g) .500円・ 抹茶砂糖

1袋(110g).500円

贈答用 (箱入) 4個入 2,000円 6個入 3,000円 （全て税込）

※2000円から配達します。組合せ自由。

冬季限定商品　芋せんべいチョコレートがけ。素焼きの芋

せんべいにチョコレートをたっぷり。バレンタインにも。

一枚個包装100円（税別）

350-1142

川越市藤間544-1
049-244-1779 月曜～金曜　10時～17時 土曜・日曜

□電話

□メール
□現金

56 鶏の吉助 テイクアウト

秘伝！じっくり漬けた唐揚げS（6個）500円

秘伝！じっくり漬けた唐揚げM（8個）700円

秘伝！じっくり漬けた唐揚げL（12個）1000円

タルタルチキン南蛮　600円・しっとりムネ肉のよだれど

り　600円・鶏屋の焼き鳥丼　タレ　500円・鶏屋の焼き鳥

丼　ネギ塩　500円・鶏屋の唐揚げ丼　500円・自家製チキ

ンカレー　500円・日替わり弁当　800円　　※全て税込み

350-1123

川越市脇田本町14-

37Mビル3F

049-293-2928 全曜日　11:00～20:00 □電話

□現金

□クレジット

カード

57
生ラム専門

ジンギスカンエビス

テイクアウト

配達

生ラムジンギスカン定食　800円（税抜）・手仕込みカキ

フライ定食　880円（税抜）・鶏の唐揚げ定食

500円（税抜）・牡蠣チャーハン　980円（税抜）・生マグ

ロの漬け丼　780円（税抜）・十和田の豚バラ丼

680円（税抜）・熟成黒毛和牛の牛すじカレー780円（税

抜）

350-0043

川越市新富町1-19-2

第64東京ビルB1

049-223-4600

049-223-4623
11：00～16：00

□電話

□HP

□現金

□クレジット

カード

□PayPay



58
小江戸黒豚鉄板懐石

オオノ
テイクアウト

トンカツ弁当　¥1500

すべて税込価格になります。

350-0836

川越市谷中２７

049-226-0861

049-222-5566

ランチ11時～14時

ディナー17時～20時

毎週水曜日

第２・第４火

曜日

□電話

□現金

□クレジット

カード

59 ビストロ岡田 テイクアウト

ロールキャベツと鮭クリームコロッケ盛合￥1,000・ハン

バーグステーキ￥980・カツカレー￥980・ロースカツ

￥980・パスタ￥850・ビーフシチュー￥1,880

※すべてライス、サラダ付

※すべて税込価格

350-0065

川越市仲町7-13
049-225-4608 11:00～13:30

17:00～18:30

火曜・水曜 □電話 □現金

60 glinkitchen
テイクアウト

配達

自家製タルタルソースのチキン南蛮弁当（税込¥550）

特製ナポリタン弁当（税込¥550）

オリジナルカレー（税込¥550）

フライドチキンカレー【R】（税込720円）

フライドチキンカレー【L】（税込870円）

他

350-0062

川越市元町1-8-2
049-223-9105 11:00-16:00 なし □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（各種

キャッシュレス

対応（一部未対

応あり）

61 らーめん五葉 テイクアウト

五葉らーめん850

五葉つけ麺(並)950(大)1000(特)1050・油そば

(並)670(大)770

坦々麺850・餃子5個390・やきめし(小)400(大)600・キャ

ベチャ100

350-1122

川越市脇田町27-10
049-228-0085

火曜～日曜

11:30～20:00
月曜日 □電話 □現金

62
ホワイト餃子はながさ

本川越店
テイクアウト

焼き餃子8個入り　395円

冷凍生餃子16個入り　590円

ホワイト餃子弁当　580円

350-0043

川越市新富町1-1-2
049-225-2203 11:30～20:30 なし □電話 □現金

63
Brighton Café(ブライト

ンカフェ）

テイクアウト

配達

生ウニの濃厚クリームパスタ　1800円

こぼれイクラとノルウェーサーモンのクリームパスタ

1650円

特大海老の濃厚トマトクリームパスタ　1500円

特濃赤玉子の濃厚カルボナーラ 　1250円

ゴルゴンゾーラのクリームパスタ　1300円

ズワイガニのトマトクリームパスタ　1200円

小野農園の贅沢グリル野菜のペペロンチーニ　1100円

特製欧風ビーフカレー　1000円

国産牛ハラミステーキ丼　1650円

名物厚切り牛タン焼き弁当　1350円

他　（※全て税抜き価格です）

350-0044

川越市通町8-1
049-227-9917

11:00～14：00（Lo13：

00）

17：00～20：00

水曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード　　　□

PayPay

64
ジャンクガレッジ

川越小堤店
テイクアウト

まぜそば（玉子なし）税込680円・まぜそば（玉子あり）

税込780円・ チャーシュー弁当 税込680円

305-0811

川越市小堤183-1
049-227-6368

平日11:00～15:00／

17:30～22:00　土日祝

11:00～22:00（ラスト

オーダー 22:00）

□電話 □現金

65 和洋御食事処栄 テイクアウト

美味うなぎ丼(お新香添え)1,080円

とろける牛舌シチュー(単品)1,080円

ローストビーフサラダ640円

ロースカツ(ハーフ)&エビフライ(2本)640円

牛舌カレー(ルーのみ)540円

350-0035

川越市西小仙波町１－

１４

049-225-4464 11:00～14:00 月曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

66 海鮮酒房 肴や テイクアウト

鶏ザンギ弁当　690円・幕の内弁当　890円・鯖そぼろ飯

590円・油淋鶏丼　590円

<単品>

元祖恵比寿餃子　480円・北海道名物鶏ザンギ　490円・自

家製出汁巻き玉子焼き　490円・根ほっけ炭火焼き　790

円・自家製カニコロッケ　690円・海鮮チーズ・チヂミ

790円

※すべて税抜価格

350-1123

川越市脇田本町25-2

ホンダ弐番館ビル1F

049-241-7586

月～日　11:30～23:00

（L.O 22:00）

※通常時　月～日

17:00～翌5:00

なし □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

67 トシノコーヒー　川越店 テイクアウト

ホットコーヒー390円～

アイスコーヒー400円～

カフェオレ420円～他

350-0066

川越市連雀町10-3
049-299-5251 10:00～19:00 無休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

68
アジアンダイニング

ジャラナ
テイクアウト

350-0043

川越市新富町2-7-5

花田ビル1階

049-222-7558 11:00～21:00 無休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

69
Coedo Tradish Curry

Jam 3281
テイクアウト

・若鶏の香辛揚げカレー1000円（税別）・魚介の海鮮カ

レー1200円（税別）・牛肉の柔らか煮込みカレー1000円

（税別）・ビーフ＆チキンカレー1200円（税別）・とろと

ろチーズカレー1000円（税別）・グリーンサラダ400円

（税別）・オリジナルJamティー300円（税別）・高級チー

ズトッピング+200円（税別）・ソースのみ（ご飯なし）－

200円

350-0057

川越市大手町15－9
049-236-3909

平日11：00～15：00

土日祝11：00～18：00
なし □電話 □現金



70 丼丸　佳久屋 テイクアウト

海鮮丼(マグロ・イカ・サーモン・コハダ・ホタテ・甘エ

ビ・イクラ) 540円(税込)

どんまる丼(マグロ・イカ・サーモン・ネギトロ) 540円(税

込)

北海丼(ホタテ・サーモン・ウニ・イクラ・カニフレーク・

カズノコ・とびっこ) 540円(税込)

その他70種類以上

350-1124

川越市新宿町6-27-3
049-293-1930 11:00～20:00 不定休 □電話

□現金

□PayPay

71
ポポラマーマ

川越クレアモール店
テイクアウト 全１１品　７００円（税別）～１,０８０円（税別）

350-1122

川越市脇田町11-4

長峰ビル1F

049-225-5366 11:00～21:00 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

72
カレーハウスCoCo壱番

屋　川越城下町店
テイクアウト

ロースカツカレー　774円（税込）

やさいカレー　710円（税込）

チーズカレー　701円（税込）

フライドポテト　103円（税込）

ヤサイサラダ　185円（税込）

350-0853

川越市城下町43-1
049-229-4707 11:00～22:00

□電話

□ホームペー

ジ

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（電子

マネー各種）

73 株式会社　近江屋
テイクアウト

配達

①豚ステーキ丼　580円税込

②上州牛焼肉丼　680円税込

③豚ロースとんかつ弁当　580円税込

④上州牛カルビ焼肉重　780円税込

⑤上州牛ロースステーキ重　1200円税込

ライス大盛り　+50円税込

お肉・ライス大盛り　+200円税込

350-1138

川越市中台元町 1-5-9
049-244-1651

受付時間AM9：00～

PM3：00

（当日ラストオーダー

PM2：00）

□電話

□メール
□現金

74 あぶり珈琲 テイクアウト

自家焙煎コーヒー豆100ｇ￥650～/ 200g￥1250～

ホットコーヒー￥440・アイスコーヒー￥440

ミルクコーヒー￥480・カプチーノ￥480

ウインナー珈琲￥480・ココア￥480

ロイヤルミルクティー￥480・ジュース￥480

　(全て　税込み価格)

350-0057

川越市大手町15-8
049-226-8556 10時～17時30分 □電話

□現金

□PayPay

75 山形屋米菓 配達
ふくれせん/おしんせんべい/福だるま

配達は3袋1000円でお承り致します。

350-0827

川越市寺山60-5 090-4604-6217

毎日営業

(不定期で休みを頂きま

す。)

□SNS □現金

76 串カツ田中　本川越店 テイクアウト

コロナにカツセット6本　567円（税抜）

串5品盛り　463円（税抜）

肉串8品盛り　741円（税抜）

350-0043

川越市新富町1-12-10

菊田ビル1F

049-298-6441

月～金　17:00～23:00

土・日・祝　16:00～

23:00

木曜日 □電話 □現金

77 小江戸 まめ屋
テイクアウト

配達

1.きなこまめ2.抹茶まめ3.白胡麻まめ

1～3各500円(税込)

4.フライビーンズ黒胡椒風味5.フライビーンズマヨネーズ

風味6.海苔わさび7.ホタテバター醤油豆8.伊勢あおさ豆9.カ

リービーンズ10.黒胡麻豆腐豆11.梅干豆

4～11各350円(税込)

350-0065

川越市仲町5-13
049-227-8680

月～日曜日

10：00～15：00

□電話

□メール

□店舗ホーム

ページ

□現金

78 居酒家めん テイクアウト

特製ハンバーグカレー780円・じっくりコトコト煮込んだ

角煮丼780円・外はパリッと中はもちもちピザ980円・お好

みの２品を選んで♪ワンプレートミックス弁当580円・お

つまみ3品盛り 500円・スパイシータンドリーチキン500

円・天使の海老フライ500円・天使の海老マヨ500円・スパ

イシーごぼうチップス500円

すべて税抜き価格です。

350-0043

川越市新富町1-12-10

2階

049-214-6662
月曜～土曜

11時30分～20時00分
□電話

□現金

□PayPay

79 Metti, una sera a cena テイクアウト
野菜たっぷりハンバーグ　1,000円(税込)

日替わり気まぐれピッツァ  1,400円(箱代、税込)

350-1123

川越市脇田本町10-2

開運ビル1階

049-247-7711 月～土曜日　18時～0時 □電話 □現金

80 陽だまりの唄 テイクアウト

アンチョビ　ニンニク　オリーブのピザアッチューゲ¥

1,580・定番ピザマルゲリータ¥1,580・ハーフ&ハーフ¥

1,880・トマトソース・クリームソース・ミートソース・オ

イルソース（塩味）各¥1,180・豪州産牛サーロインステー

キ200gフライドポテト添え¥1,580

※︎当店全て税込価格です。

350-0042

川越市中原町2-14-4

山勝ビル1F

049-227-5321

ランチタイム11時～14時

ディナータイム17時～20

時

□電話

□現金

□クレジット

カード

81 大黒屋
テイクアウト

配達

日替り予約弁当　500円　税込 ベーコンきのこサラダ

500円　税込 だし巻き玉子　500円　税込 明太子とチーズ

のだし巻き玉子　600円　税込 肉詰めピーマン　600円

税込 PASTA各種　900円　税込 PIZZA各種　900円　税込

350-0044

川越市通町24-23　協

和第5ビル1階

049-225-4439
月～日　11：00～20：

00
□電話

□現金

□クレジット

カード　　　□

PayPay

82
和食レストラン とんでん

川越富士見店
テイクアウト

北海道豚ロース焼き弁当　1,200円(税別)・さばの味噌煮弁

当　1,200円(税別)・ 天丼　990円(税別)・ 鮨・くしろ　1

人前 1,690円(税別)・ 鮨・とんでん　1人前1,390円(税別)

・うな重2,190円(税別)・ オホーツク丼1,190円(税別)・ ね

ぎとろ780円(税別) ・若鶏の半身揚げ1,180円(税別)・北海

道豚丼(4枚)690円(税別)　(6枚)890円(税別)

350-0033

川越市富士見町12-17
049-224-4251

月～日

11：00-23：30
□電話

□現金

□クレジット

カード



83 かわごえ肉寿司 テイクアウト

馬3種盛り合わせ（9貫）1770円、牛3種盛り合わせ（9貫）

2970円、肉トロ3種盛り合わせ（9貫）3120円、赤身5種盛

り合わせ（10貫）2180円、桜丼860円、漬け赤身丼860

円、馬トロ＆桜丼900円、豚とろ丼900円、和牛すき煮丼

900円　（税抜）

350-1122

川越市脇田町17-1

ジョイ09ビルA館２F

049-298-5333
全日営業11：30～21：

00（L.O20:00)
□電話

□現金

□クレジット

カード　　　□

PayPay

84 来来亭　川越山田店 テイクアウト

おうちで作るラーメン　５４０円（税込）

来来亭オリジナル弁当A.B.C,丼物　各種　５４０円（税

込）

350-0822

川越市山田1770-1
049-277-4636

11:00～20:00

（L.O19:45）

※1月12日～2月7日の間

第3水曜日 □電話

□現金

□PayPay

□その他（電子

マネー、LINE

Pay、d払い、メ

ルペイ）

85 小川菊
テイクアウト

配達

うな重折弁当

・うな重　３３００円・上重　３９５０円

・特重　５２００円

蒲　焼

・並蒲焼　３０５０円・上蒲焼　３７００円

・特蒲焼　４９００円

＊価格は全て税込

350-0065

川越市仲町３－２２
049-222-0034

【営業時間】11:00-

14:00 / 16:30-19:00

【受付時間】10:00-

18:30まで

木曜日（不定

休あり）
□電話 □現金

86 かき小屋小江戸 テイクアウト

俵カキフライ１５個　１５５０円

牡蠣フライ１０個　１４００円

牡蠣ごはん大盛り　５００円

350-1168

川越市大袋６５０番地

川越総合卸売市場内

049-249-3115
11:00～18：00

(短縮営業間）
□電話

□現金

□PayPay

87 菓子工房　Hiro テイクアウト

ショートケーキ　410円

ケーキパフェ　650円

川越モンブラン　497円

フルーツロール　486円　他

※すべて税込

350-0062

川越市元町1-8-1
049-227-9335

火曜~日曜

10:00～19:00
月曜日 □電話 □現金

88
やきとりひびき

川越八幡通り店
テイクアウト

特撰かしら串　　　　　　160円

鶏レバー串　　　　　　　140円

彩の国黒豚特上やきトン　260円

文爾ねぎま串　　　　　　160円

国産ハーブ鶏もも串　　　160円

※すべて税抜

〒350-0043

川越市新富町2-14
049-222-3571

短縮営業中：平日12:00

～20:00（14:00～15:00

中休み）　土日祝11:00

～20:00

通常営業：平日14:00～

20:00　土日祝11:00～

21:00

不定休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（電子

マネー各種）

89
ひびき庵

本川越駅前店
テイクアウト

特撰かしら串　　　　　　160円

やきとり丼　　　　　　　680円

彩の国黒豚やきトン　　　220円

文爾ねぎま串　　　　　　160円

鶏レバー串　　　　　　　140円

※すべて税抜

〒350-0043

川越市新富町1-1-8
049-227-9481

短縮営業中11:30～20:00

（ラストオーダー

19:00）

通常営業：11:30～　月

～木22:00まで　金土

23:00まで　日祝21:00ま

で　（ラストオーダー1

時間前）

なし □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（電子

マネー各種）

90
ひびき庵

霞ヶ関駅前店
テイクアウト

特撰かしら串　　　　　　160円

鶏レバー串　　　　　　　140円

彩の国黒豚やきトン　　　220円

文爾ねぎま串　　　　　　160円

国産ハーブ鶏もも串　　　160円

※すべて税抜

〒350-1103

川越市霞ヶ関東1-3-

27

049-233-8900

短縮営業中：店内・テイ

ク12:00～20:00（ラスト

オーダー19:00）

通常営業：16:00～24:00

（ラストオーダー

23:00）

不定休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（電子

マネー各種）

91
しゃぶしゃぶひびき

川越駅東口店
テイクアウト

ランチ　一人前しゃぶしゃぶ定食　1,200円　（単品1,000

円）

ランチ　黒豚ハンバーグ定食　980円

ランチ　黒豚キムチ丼　780円

ランチ　鶏ネギ丼　680円

ディナー　銀座とよみつ監修　ねぎしゃぶしゃぶ　２人前

2,000円

〒350-1122

川越市脇田町17-4

2F

049-226-8899

短縮営業中：ランチ11：

30～15:00　ディナー

15:00～20:00（19:00）

　

通常営業：16:00～23:00

（ラストオーダー

22:00）

なし □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□その他（電子

マネー各種）

92 Luce テイクアウト

税抜き

　黒毛和牛ハンバーグ弁当　１２００円

 　彩の国黒豚ステーキ弁当　１８００円

 　黒毛和牛ステーキ弁当　２５００円

 　牛タン弁当　１５００円

350-0062

川越市元町2-6-1-2Ａ
049-298-6762

11：30-13：30

17：00-19：00
月曜日

□電話

□メール

□現金

□クレジット

カード

93 マッスル弁当 配達

●鶏むね肉のステーキ弁当 チリペッパー700円

(人気NO.1  しっとり鶏むね肉とピリ辛スパイスが相性抜群

)

●マッスルインドカレー 600円

(小麦粉不使用のヘルシーカレー  本格スパイスを配合した

人気No.2メニュー)

●牛もも＆鶏むね ダブル焼き肉弁当 900円

(2つのお肉が同時に食べれる人気メニュー！きび糖を使っ

た自家製タレで、ヘルシー焼き肉)

●鶏むねスープ＆玄米おにぎり

500円

●スムージー各種

300円

350-2203

川越市鶴ヶ島市上広谷

10-6

080-6614-2150
9:00-12:00

16:00-18:00
日曜祝日

□電話

□メール

□SNS

□HP

□現金

□PayPay



94
北海さかな市場

なかなか
テイクアウト

海鮮丼　720円・ネギトロ黄身落とし　820円・トロサーモ

ンイクラ丼　1020円・ネギトロ鉄火丼　880円・鮪の2.5色

丼　930円・4色丼　1020円・海鮮丼スペシャル　1020

円・唐揚げ弁当　500円・牛スジ丼　770円・エビフライ弁

当　820円

350-1123

川越市脇田本町14-

37Mビル2F

049-248-1362
土日祝日を除く

11時30分~14時
□電話 □現金

95 Coide テイクアウト

coideカレー　800円(税別)

ナポリタン　800円(税別)

タコライス　900円(税別)

えびサラダdeごはん　600円(税別)

チーズオムライス　800円(税別)

ふわとろオムライス　800円(税別)

たまごサンド　500円(税別)

350-0053

川越市郭町2-9-10
049-225-6675

平日限定

(短縮11:00～14:00)
□電話

□現金

□PayPay

96
ミオ・カザロ

蔵のまち店
テイクアウト

・黒豚丼　880円（税込）

・ハンバーグ丼　1,080円（税込）

・黒豚カレー　880円（税込）

・オードブル　1,620円（税込）

・黒豚ドック　600円（税込）

・生ハムサンド　850円（税込）

・ベーコンサンド　850円（税込）

350-0062

川越市元町1-15-3
049-222-2861 11:00～17:00 水曜日 □電話 □現金

97 かぶら屋川越店 テイクアウト

やきとり、串揚げ80円～

金賞受賞のから揚げ80円

コロッケ、メンチカツ100円

もつ煮280円

350-1122

川越市脇田町18-4
049-292-0806 毎日16時-23時 □電話 □現金

98
Oyster＆Wine　kitchen

K
テイクアウト

・自家製牡蠣のオイル漬け 600円 ・K特製ミラノ風ドリア

700円 ・コロナに勝つカレー 850円 ・特大牡蠣フライ(2個)

900円 ・Ｋ特製ローストビーフ 980円 ・Ｋ特製オードブル

3,000円 ・Ｋ自家製ドレッシング(100㎖) 200円 ・Ｋ特製ア

ヒージョソース(1食分) 350円 ・Ｋ自家製トマトソース(2食

分) 450円 ・Ｋ自家製ピクルス液(2度漬け込み可◎) 600円

※全て税込みです。

350-1122

川越市脇田町17-3

joy09ビルB館１F

049-299-7497 12:00~21:00 (当面の間) 不定休 □電話

□現金

□クレジットカ

―ド

□PayPay

□交通系電子マ

ネー

99 kitchen　K　(西口店) テイクアウト

・自家製牡蠣のオイル漬け 600円 ・K特製ミラノ風ドリア

700円 ・コロナに勝つカレー 850円 ・特大牡蠣フライ(2個)

900円 ・Ｋ特製ローストビーフ 980円 ・Ｋ特製オードブル

3,000円 ・Ｋ自家製ドレッシング(100㎖) 200円 ・Ｋ特製ア

ヒージョソース(1食分) 350円 ・Ｋ自家製トマトソース(2食

分) 450円 ・Ｋ自家製ピクルス液(2度漬け込み可◎) 600円

※全て税込みです。

350-1123

川越市脇田本町9-5

第8アーバンライフビ

ルヂング1F

049-293-1972

Lunch11:30~14:00

Dinner17:00~21:00(当面

の間)

日曜日 □電話

□現金

□クレジットカ

―ド

□PayPay

□交通系電子マ

ネー

100 手打うどん　長谷沼 テイクアウト

とり天ぶっかけうどん　800円

野菜ぶっかけうどん　　800円

天盛　680円

天ぷら単品各種　130円～

油淋鶏　500円

※別途消費税をいただきます

350-0042

川越市中原町2-1-13
049-277-4838

月～水　11:30～14:30

日・祝　11:00～14:30

金・土・日　17:30～

19:00（麺切れ次第終

了）

水曜日 □電話
□現金

□PayPay

101 デイリースタンドコポリ テイクアウト

豚ロース肉グリルステーキ980円 鮮魚のアクアパッツァ

1580円 前菜盛り合わせ1200円 たっぷりチーズリゾット

1380円 ショートパスタのベーコントマトソース1200円 そ

の他まだまだあります。 　　　　　　　　　※税別表記で

す。

350-0046

川越市南通町16-5ヨ

シダビル1F庭

080-5932-1650

17時よりお渡しできま

す。※ご注文は何時でも

大丈夫です。

□電話
□現金

□PayPay

102
お好み焼本舗

川越新宿店
テイクアウト

初代豚玉 690円(税込745円)

チーズコーン玉 690円(税込745円)

ごろごろ海鮮玉 850円(税込918円)

明太もちチーズ玉 890円(税込961円)

ミックス玉 890円(税込961円)

唐揚げ(6個入り) 490円(税込529円)

ソースたこ焼(6個入り) 450円(税込486円)

明太マヨたこ焼(6個入り) 490円(税込529円)

350-1124

川越市新宿町5-3-9
049-238-2355

11時～23時(ラストオー

ダー22時30分)
□電話

□現金

□クレジット

カード

103 麺や 彩～iro～ テイクアウト
鶏×魚介つけ麺 1,000円(税込)

鶏×魚介つけ麺 ミニ丼付き 1,300円(税込)

350-0034

川越市仙波町２丁目１

７－３６

049-215-4561

【月・火・金】

12:00～14:00 / 18:00～

20:00

【土・日・祝】

12:00～16:00

水曜日

木曜日
□電話 □現金

104 COFFEE GALLERY テイクアウト

アイス/ホット　コーヒー　400円

アイス/ホット　カフェオレ　450円

コーヒー豆　200g　950円～

350-0056

川越市松江町2-3-5
049-277-4870 10:00～17:00

□電話

□メール

□SNS

□現金

□PayPay



105

Market Terrace

［川越総合卸売市場 場外

レストラン］

テイクアウト

配達

１）MTD人気メニューMIX洋食弁当

デリバリー：1,200円　テイクアウト：960円(20%OFF)

２）MTDビッグハンバーグ弁当

デリバリー：1,500円　テイクアウト：1,200円(20%OFF)

３）MTDパーティBOX（4人前）

デリバリー：3,200円　テイクアウト：2,560円(20%OFF)

４）彩の国のトマトをたっぷり使ったペンネアラビアータ

デリバリー：650円　テイクアウト：520円(20%OFF)

350-1168

川越市大袋650 川越卸

売市場内

049-293-5205

テイクアウト＆デリバ

リー

■11:15～14:30　17:15

～20:00

□電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□LINE PAY

106
アムリタ　インドスパイ

スカレーとナンと

テイクアウト

配達

定番カレーセット　650円（税込715円）

贅沢カレーセット　850円（税込935円）

とろ～り3種のチーズナンセット　990円 (税込1089円）

/+50円ではちみつ付き

ネパールダルバート弁当　1200円（税込1296円）

タンドリーチキンティッカ　2P/450円（税込495円）

タンドリーチキン　2P/550円（税込594円）

インドの定番スナック サモサ　2P/490円（税込529円）

宅飲みスパイスおかずセット　1400円（税込1512円）

はちみつと3種のチーズナン　680円（税込715円）

チョコレートナン　680円（税込715円）

小豆あんこバターナン　650円（税込715円）

メープルナッティーチーズナン　750円（税込715円）

キーマチーズ惑星　750円（税込715円）

350-009

川越市鯨井新田12-27

トレニアコーポ1階

049-231-7767

ランチ11：00～15：00

ディナー17：00～22：

00（L.O.21:30)

□電話
□現金

□PayPay

107 小割烹　河越　武や テイクアウト

金額は全て税別表記です モツ煮込み弁当　６００円　 豚

生姜焼き弁当　７５０円 鶏照り焼き弁当　７００円 自家

製　穴子飯　１３８０円 特製　幕の内弁当　２０００円

鮪ネギトロ二色重　１０００円 サーモンイクラ親子重　１

３８０円 海鮮ばらちらし　１２００円 焼き鯖棒寿司　１

２８０円 武やカレーライス　６５０円

350-1123

川越市脇田本町２４－

２１　大丸ビル１Ｆ

049-247-3399
弁当販売

１０：００～１８：３０
□電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

108 居酒屋葉花集西口店 テイクアウト 葉花集ORIGINALタコライス(税込)500円

350-1124

川越市新宿町1-16-18

橋本ビル2F

049-241-2702

(月)～(金)Lunch

A.M.11:30~P.M.14:00

Dinner 16:00～

P.M.22:00。土曜日だけ

Lunch無しのP.M.22:00

まで。

□電話

□SNS

□現金

□クレジット

カード

109 凱旋門 テイクアウト

ビビンバ丼　800円

焼肉弁当　1,880円

上塩タン弁当　2,000円

和牛焼肉弁当　2,300円

特選上和牛弁当　3,000円

※すべて税抜価格

〒350-0026

川越市泉町1-1
049-230-4129

１１：００～２３：００

（L.O.２２：００）
月曜日 □電話

□現金

□クレジット

カード

110 源氏家 テイクアウト 松花堂弁当　1,500円
〒350-0051

川越市志多町12-1
049-222-0739 11:00～18:00 木曜日 □電話 □現金

111 初かり亭【お食事処】
テイクアウト

デリバリー

～テイクアウト～

天ぷら定食　891円（税別）、とんかつ定食　891円（税

別）、生姜焼き定食　891円（税別）、唐揚げ定食　891円

（税別）、かきフライ定食　891円（税別）、カツカレー

891円（税別）、海老フライ定食　1,091円（税別）、お子

様ランチ　727円（税別）その他

～お届け弁当～

あすか弁当　2,500円（税別）、あじわい弁当　1,500円

（税別）、はなやぎ弁当　1,500円（税別）、まんさく弁当

1,000円（税別）、ゆい弁当　1,000円（税別）、いなりの

り巻き弁当　500円（税別）

〒350-0838

川越市宮元町61-4
049-224-0314 11：00～15：00 不定休 □電話

□現金

□請求書等

112
和食レストンランとんで

ん川越今成店
テイクアウト

北海道豚ロース弁当1,200円（税別）さばの味噌煮弁当

1,200円（税別）北海道豚丼7枚盛1,390円（税別）うな重

2,190円（税別）天丼990円（税別）天然車えび天重1,490円

（税別）くしろ1人前1,690円（税別）大漁鮨1,690円（税

別）とんでん1,390円（税別）ねぎとろ780円（税別）

〒350-1105

川越市今成1丁目4-1
049-222-7971

10：00～22：30

（LO22：00）

年中無休（営

業時間の変更

や臨時休業す

る場合もあり

ますのでご注

意くださ

い。）

□電話

□現金

□クレジット

カード

113 やきとり　おいちゃん テイクアウト

やきとり　130円～ 生ビール　400円 ハイボール　350円

日本酒　400円 もつ煮込み　400円

 ※税込み価格です

〒350-0066

川越市連雀町8-3
049-203-1234 11:00～22:00

毎週火曜日

第二水曜日
□電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

114 炭火串焼 彩鳥(いろどり テイクアウト
焼鳥10本セット ￥2500(税込)  焼鳥10本セット ￥1500(税

込) カレールー ￥600(税込) もつ煮込み ￥450(税込)

〒350-0047

川越市新富町 2-33-8

2F

049-227-8716
水曜日～日曜日

５時～８時
月曜・火曜 □電話 □現金



115 negombo33川越 テイクアウト

カレー２種盛り(テイクアウト)　1500円(税込)

ラムキーマカレー(テイクアウト)　1100円(税込)

ポークビンダルー(テイクアウト)　1000円(税込)

カレー3種盛り(テイクアウト)　　1800円(税込)

アイスコーヒー(テイクアウト)　400円(税込)

アイスカフェオレ(テイクアウト)　400円(税込)

〒350-0066

川越市連雀町8-1立門

前第一ビル FOOD

HALL

049-299-4555 11:00～20:00 不定休 □電話 □現金

116
金笛川越店・うんとん処

春夏秋冬
テイクアウト

角煮丼￥６８０・かき揚げ丼￥６２０・角煮単品￥４６

０・野菜の天ぷら￥５７５・かき揚げ単品￥６２０・ミニ

サイズのりっこ丼￥２２６・ミニ角煮丼￥４００/全て税込

価格

〒350-0063

川越市幸町10‐5
049-225-6701 11時～16時 年中無休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□

iD/Quicpay/PAS

MO/SUICA

117
小江戸オハナ

Moi Saitama Plus店

テイクアウト

配達

極上親子丼　S 700円＋税[税込756円] 　M 750円＋税[税込

810円] 　L 800円＋税[税込864円]

三元豚ヒレかつ丼　M 1,000円＋税[税込1080円]

L 1,050円＋税[税込1134円]

そぼろ親子丼 S 750円＋税[税込810円] 　 M 800円＋税[税

込864円] 　L 850円＋税[税込918円]

唐揚げ弁当　 ５個　700円＋税[税込756円] (レモン胡椒)

７個　850円＋税[税込918円]

油淋鶏弁当　５個　750円＋税[税込810円] 　 ７個　900円

＋税[税込972円]

 貴婦人の卵サンド　通常880円＋税[税込950円]

ハーフ463円＋税[税込500円]

〒350-1123

川越市脇田本町８－１

U_PLACE １階 Moi

Saitama Plus

049-293-1905
10:00-19:00

(ラストオーダー18:30)
年中無休 □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□交通系電子マ

ネー・iD・

QUICKPAY・

nanaco・d払

い・au pay

118 うどんや讃 テイクアウト

【持ち帰り価格】

・肉汁うどん　650円税込

・鴨汁うどん　750円税込

・きのこ汁うどん　550円税込

・カレー汁うどん　650円税込

・辛みそ肉汁うどん　650円税込

・カツ丼セット　780円税込

・天丼セット　780円税込

・親子丼セット　680円税込

〒350-1122

川越市脇田町103川越

マイン3F

049-225-4237 11:30-20:00 ー □電話

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

□Suica/PASMO

等

119 Mrs.hamburger
テイクアウト

配達

●トキノカネ(TOKINOKANE)　1,680円　●バーベキュー

(BARBECUE),パイン(PINEAPPLE),ベーコン(BACON),チェ

ダー(CHEDDAR),ダブルチーズマウンテン(DOUBLE

CHEESE MOUNTAIN)　1,830円　●ダブルパティ

(DOUBLE PATTY),ダブルチーズ(DOUBLE CHEESE),アボ

カドチェダーキングロード(AVOCADO CHEDDAR KINGU

RODO)　1,380円　●モッツァレラバジルカプレーゼ

(MOZZARELLA BASIL CAPRESE)　1,380円

●チリビーンズサルサスパイシー(CHILI BEANS SALSA

SPICY)　1,530円　●さつまいもKOEDOブルーチーズ

(SWEET POTATOES KOEDO BLUE CHEESE)　1,530円

●和風テリマヨエッグ(JAPANESE TERIYAKI EGG)

1,380円　●炙りベーコンエッグサワークリーム(ROASTED

BACON EGG SOUR CREAM)　1,530円　●ミセスバー

ガー(Mrs.BURGER)　1,180円

●トリプルチーズバーガー(MT FUJI~TRIPLE CHEESE

BURGER)　2,880円

※すべて税抜価格

〒350-0066

川越市連雀町8-1

Hatago COEDOYA

049-298-6262 11:00-22:00

□電話

□SNS

□HP

□現金

120 川越薪火料理in the park
テイクアウト

配達

彩の国黒豚ロースの薪火グリル　税込2,000円

はつかり醤油麹でマリネした埼玉県産武州和牛(A4)の薪火

グリル　税込3,200円

埼玉地鶏『タマシャモ』モモ肉の薪火焼き　税込2,400円

薪火で焼き上げたローストビーフ丼　ジャポネソース　税

込1,500円

350-1123

川越市脇田本町22-6-

411

049-265-8426

11:00～22:00(コロナウイ

ルスの影響での変更あ

り)

□電話

□ホームペー

ジ

□現金

□クレジット

カード

□PayPay

121 Rcafe テイクアウト

今週のお弁当 A~D 各￥800（税込）

※毎週メニューが変更になります。

詳しくはお問合せくださいませ。

350-0062

川越市元町1-8-8
049-272-7768 11:00~19:00 不定休 □電話

□現金

□PayPay

122
自家製特粉うどん

そのさき
テイクアウト

生うどん（並3人前）：税込み410円

肉汁うどん：税込み800円

肉天ぶっかけうどん：税込み900円

白きつねうどん：税込み800円

かすうどん：税込み800円

肉うどん：税込み700円

350-0001

川越市古谷上1135-1
049-257-5669 11時～16時 年中無休 □電話 □現金

R3.9月8日現在

122店舗


