流山市テイクアウト･デリバリー応援事業 "第４弾" 参加店舗一覧

３月10日更新

＜運河・江戸川台・柏の葉エリア＞
店

舗

名

テイクアウト／デリバリー

メニュー

地図

電話番号

食事処 松まる

04-7199-9442

竹泉

04-7155-2793

新華楼

04-7153-4309

イタリアンバル Bambino

04-7157-3883

アジアンキッチン イニサジャ

04-7155-2215

しちりん 運河店

04‐7156‐8910

創作和彩 こもれび

04-7153-7379

鳥一

04-7154-4988

めしカフェ セルクル

04-7153-3837

ブラッスリーしんかわ

04-7196-7633

割烹

04-7152-1008

新川

宝物とリボン

050‐1478‐8414

ピッツェリア・ニコ

04-7157-2519

清香苑２号店

04‐7154‐4888

cafe & dining A-U-N

04-7154-8525

居魚屋

04-7153-8588

六花

04-7186-6778

CONCERTO

04-7199-7772
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うなぎ長谷川

04-7155-2004

ごはんCafe MOI

04-7157-4550

美こま

04-7153-0860

庄や 江戸川台駅店

04-7153-9791

はな膳 江戸川台店

04-7178-3050

麺ズクラブ 流山インター店

04-7153-7760

たろう坊

04-7196-6510

カルビ屋大福 柏の葉店

04-7155-8120

SAFFRON‘S

04-7197-7991

CAFE

＜おおたかの森・初石エリア＞
店

舗

名

テイクアウト／デリバリー

メニュー 所

在

地

電話番号

炭火焼肉 但馬屋 初石店

04-7178-5115

DELISH & EASE

070-4117-0445

柏龍

04-7154-7258

トミーマート

04-7152-1379

中華食堂 じへどん

04‐7153‐8707

魚菜処

かんだ

04‐7115‐3455

庄や 流山おおたかの森店

04-7155-7891

焼肉 肉の大山 流山おおたかの森店

04‐7199‐3029

和食料理

04‐7186‐7375

ゆかり
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鮨処こだか

04‐7199‐9872

１４８ ＣＡＦＥ [BARN & FOREST 148]

04-7168-0482

PORTA -albero cucina-

04-7138-6075

リゾートダイニング フランジパニ

04-7151-5749

森のじかん

04-7179-5252

梅の花

04-7178-2772

おおたかの森店

アジアンダイニング ルンビニ おおたかの森店

04-7199-9810

ASTORE wine&craftbeer

BAR

04-7186-7508

FLOWERS

04-7128-6792

イタリアンレストラン・カフェ

夜パフェ専門店

VIGO

04-7199-9812

Kafe Blanka

050-8881-0432

はなぜん おおたかの森店

04-7156-4129

蔵出し焼き芋かいつか 流山おおたかの森店

04-7186-7227

SALAD

shop the BoX

070-3313-2613

沼津魚がし鮨 流れ鮨 流山おおたかの森店

04-7156-6651

うどんのう 流山おおたかの森店

04-7156-6710

ポムの樹 流山おおたかの森店

04-7156-6731

バケット

04-7140-5250

茶鍋カフェ 流山おおたかの森S.C店

04-7197-1888

牛たん焼きと伊達ごはん だてなり屋 流山おおたかの森SC店

04-7168-0702
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I.B TERRACE

04-7138-6112

トラットリア ピッツェリア サレルノ

04-7156-7631

＜流山・平和台エリア＞
店

舗

名

テイクアウト／デリバリー

メニュー 所

在

地

電話番号

かつ太郎本店 流山店

04-7157-7555

ビストロ ミナミンカゼ

04-7150-8373

とき寿し

04-7158-1337

江戸屋 うなぎ店

04-7158-0130

鮨DINING 岡平

04-7168-0282

管理栄養士のビストロ EIZEN

04-7103-8853

カフェオリゾンテ

04‐7150‐0606

割烹 柳家

04-7158-1078

和風料理 豊後

04-7158-1282

大衆割烹 日本

04-7158-4691

食事処 ととや

04-7159-1523

とんかつ甲子屋

04-7158-0135

レストラン 茶豆蘭

04-7158-1370

大福元 流山店

04-7158-6188

京料理

04-7158-0068

かねき

麺場 田所商店 流山店

04-7199-2593
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味の民芸
AZ

流山店

04-7159-6441

CAFE

04-7199-9626

スナック志帆

04-7158-7681

中国家庭料理 聚

04-7151-5753

すし・アラカルト

名登利

04-7158-6774

＜南流山・鰭ヶ崎エリア＞
店

舗

名

テイクアウト／デリバリー

メニュー 所

在

地

電話番号

カフェ＆ダイニング パレット

04-7137-7810

フルーツカフェ オレンジ

04-7157-2121

酒処 皓太

04-7158-9739

くじらや大樹

04-7159-8669

らぁめん居酒屋 和

04-7159-5577

KIJI CAFE

04‐7161‐4068

串焼きバク

04‐7128‐5177

麺酒場

04-7150-7610

丸勝

しちりん 南流山本店

04‐7150‐1881

金寿司

04-7159-1104

木の実

04‐7159‐7005

中華料理 大創苑

04-7103-4688

coo

04-7158-6502
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炭火焼海鮮料理ふらり

04-7150-5767

おーるうえいず

04-7178-8882

ごはん処 咲盛

050-5480-3043

王記酒家

04-7161-1924

居酒屋 辰平

04-7189-7776

いろは鮨

04-7159-5168

＜南柏エリア＞
店

舗

名

テイクアウト／デリバリー

メニュー 所

在

地

電話番号

大村庵

04-7145-0004

hello hanelca

080-9288-1414

海鮮居酒屋3150-城-

04-7186-6200

ロイヤルガーデンパレス柏日本閣

04-7146-2222

6/6

