
Delivery
Delikatessen
＆ Delicious

アゲラー本舗からあげ屋 小平茜屋橋店

小平市回田町250-3
☎042-313-8207

agera-kurume@outlook.jp
唐揚げ弁当378円～、唐揚げコロッケ弁当356円～、唐揚げ
ハンバーグ弁当486円～（各種サイズあり）のほか、おかず
としての単品でも唐揚げ1個からお求めいただけます。

お弁当、お惣菜の販売

■PayPay

ハナコラボ

小平市花小金井1-13-2
☎070-5028-7620

kaeden718@gmail.com
クレープ　スイーツ系（バナナチョコクリーム、アップルシナ
モンカスタードなど）、おかず系（ハムチーズサルサ、ツナピ
ザチーズなど）300円～600円

飲食

■PayPay

カフェ フラワー

小平市花小金井1-9-17
☎042-451-8855

週替わり弁当・スパイスカレー・タコライス・焼き菓子。デリ
バリーは、 要相談。

 飲食店　flower natural food cafe

■PayPay

コムトゥアン COM TUAN

小平市花小金井1-18-9
☎042-458-3274

テイクアウトメニュー通常価格の15%OFF価格(税別)
バインミー600円→510円、チャーハン850円→723円、まぜ
ごはん850円→723円、ブンチャーゾー900円→765円、鶏
フォー850円→723円、牛フォー900円→765円、揚げはるま
き2本680円→578円、生はるまき2本680円→578円、手羽
先のヌクマム揚げ3本、580円→493円、パパイヤサラダ855
円→722円、鶏ももライムの葉風味ロースト(要予約)1450円
→1233円。
お電話で、ご予約の上、ご来店頂けると助かります。期間限
定での自粛対策サービスで実施。

ベトナム料理

鳥良商店花小金井北口店

小平市花小金井1-8-5清川ビル１F
☎042-451-8551

shotenhanako@sfpdining.jp
チキンカツ弁当880円（税別）、唐揚げ弁当、親子丼、くわ焼丼
などなど弁当11種。
その他手羽先など単品もございます。Uber Eats対応

飲食

■クレジットカードVISA, 交通系電子マネー, PayPay

麺屋じゃいあん 花小金井店

小平市花小金井1-1-10　１F
☎042-445-4629

yamamoto@hanshou.co.jp
鰹つけ麺900円、辛つけ麺950円、まぜそば850円など.。
Uber Eats対応

ラーメン

串焼厨房 あんだんてい

小平市花小金井1-12-15
☎042-463-3359

やきとり丼500円、（大）600円、やきとり各種

居酒屋（やきとり店）

■PayPay

ポポラマーマ花小金井店

小平市花小金井1-8-5  2F
☎042-467-7801

popohanakoganei@gmail.com
パスタ、ピッツァ

イタリアンレストラン

■クレジットカード(VISA,JCB,マスターカード，アメリカンエクスプレス，
　ダイナー)電子マネー(交通系，ナナコ，WAON，エディ，iD,QUICPay) 
　Pay Pay

居酒屋 y's家 孝

小平市花小金井1ー11ー7
☎042-453-2222

ys.ya.taka@gmail.com
鶏唐揚げ・唐揚げ丼・しょうが焼き丼・スタミナカレー・魚フ
ライ弁当。デリバリーは5個～。料金1食あたり¥150。

居酒屋

■デリバリー以外はキャッシュレス決済可
そば処 豊年屋

小平市花小金井6-1-5
☎042-452-9884

masto.yoko.ryota@docomo.ne.jp
せいろ650円、野菜天せいろ1,000円　、海老天せいろ1,100
円、海老天ぷら（1尾）400円、生そば（汁つき）650円、玉子丼
850円、たぬき丼890円、カレー丼950円、カツ丼1,000円、親
子丼（鶏肉）1,000円、他人丼（牛肉）1,000円、開化丼（豚肉）
1,000円、天丼1,150円、うな重2,200円。

飲食業（そば•うどん） 

■クレジットカード•電子マネー

（公立昭和病院前）

福福　POKUPOKU

小平市小川西町4-32-9
☎042-313-6676

koumei.lee@softbank.ne.jp
POKUPOKU弁当（豚バラ焼肉）タレor塩 700円+（税別）、国
産鶏もも唐揚げ弁当700円（税別）、国産鶏もも唐揚げ（10
個）800円（税別）、国産牛焼肉弁当1000円、国産上カルビ弁
当1300円、牛タン塩焼弁当1300円（税別）、温玉ひき肉入ビ
ビンバ800円(税別)、国産牛モツ串焼き250円(税別）タレor
塩。合計金額が2000円以上で配達します。

飲食業

■クレジットカードVISA, MasterCard,アメックス

中華そば紅

小平市小川西町4-17-15
☎090-9100-9071

ラーメン[紅・鶏白湯・魚介鶏白湯]、チャーハン各種、そのほ
か(おつまみやまぜそばのタレ)※期間限定での自粛対策
サービスで実施

ラーメン

■paypay、Alipay対応

ガトーショコラ専門店 ドーナカフェ

小平市栄町2-28-14
☎090-3683-9391

donnacafe77@gmail.com
おうち工房で製造のグルテンフリーのガトーショコラ。１
カップ270円～。基本的に予約販売となります。お問い合わ
せの上、お出かけください。

ホームメイドスイーツ

（有）さくらガス 

小平市鈴木町1-466-18新小金井赤レンガ倉庫
☎042-300-5000

order@sakura-gas.co.jp
おうちでBBQ 器材レンタル／鉄板焼セット・たこ焼セット・
焼鳥セット各15,000円（税込）
※器材＋ステンレス台＋ガス1式セット
※市内配送料込（市外要相談）

プロパンガス・ガス器具のレンタル

(有)ファッションクリーニング のぐち

小平市花小金井4－26－22
☎042-463-7294

noguchan0810@gmail.com
クリーニング品合計3000円以上から（3000円以下の場合
500円の配達料）

クリーニング業

■PayPay

LEON  英語学院

東久留米市南町4-9-20
☎042-471-8045

"英会話 あいさつ 自己紹介等。オリンピック世界の人と友達
になろう！
月2回　第2・第3火曜日　￥3,000.－"

サービス業（フランス語・スペイン語可）

ディスカウントショップ 木村質店

小平市学園東町2-7-6
☎042-341-0277

icc64661@nifty.com 
テレビ・冷蔵庫ほか重いものは無料で配達。軽いものでも
お届けいたします。

古物商、質商、ディスカウント商

■クレジットカードVISA, JCB

ペガサス／サンファミリー

小平市小川西町4-17-21
☎042-343-2533

お買い上げ商品のお届けやご自宅への出張販売もしており
ます。また、プレゼント等の地方発送も承ります。

衣料品販売

■クレジットカード, PayPay

丸幸ドライショップ

小平市美園町1-31-4 
☎042-341-0721

クリーニングの集配。3,000円以上から、夜間19時以降。

クリーニング

■クレジットカード、電子マネー、スマホ決済

アジアンキッチン カリカ

小平市小川東町1-18-27-101
☎042-342-7822

ンチ550円、ディナー800円。デリバリーは出前館サイトをご
覧ください。

インド料理

■クレジットカード, PayPay

庄や 新小平店

小平市小川町2-1213-2
☎042-348-1371

ドリンク・デザート以外、海鮮丼800円、刺身5点盛(2人前)
1144円。※アレルギーがあったらご連絡ください。

飲食業

うなぎ 季節料理　藤乃

小平市小川町1-1059-6
☎042-345-2227

fujino.unagi@gmail.com
国産活鰻 愛知一色産 うな重1950円～ウナギの大きさで4
段階、うなぎ弁当2000円～（煮物・天ぷら入）、伊豆下田・伊
東より直送魚介 お刺身盛合わせ 1人前650円～。
お届け先・お時間　要相談にて可能（土・日・祭日は不可）必
ずお電話でお問い合わせください。

うなぎ・和食

■クレジットカードVISA, クレジットカードJCB, クレジットカードMasterCard, 
　交通系電子マネー, PayPay　※キャッシュレスは配達・出前は不可

楠・kusunoki

小平市小川町2-1346
☎042-315-5296

お弁当、おつまみセット、単品いろいろ

和食、カフェ

日本料理  大野家

小平市小川町2-1330-17
☎042-341-1248

onoyakodaira@gmail.com
定食メニューをお弁当にします（生ものを除く）。お弁当＋
サラダ・汁物パック付き。3個以上のお買い上げで＠844円
（税込み）のお弁当を1個＠700円にサービス。

日本料理

■PayPay

ダイニングカフェ・ オリーブ

小平市花小金井南町2-17-6
☎042-464-9560

スパゲティ各種880円～(トマト、ポロネーゼ、ジュノヴェー
ゼ、etc…)、ローストビーフ丼、ピザ各種980円～（ピザ・マル
ゲリータ、ジェノヴェーゼ,etc…）、バスクのチーズケーキ
450円、ホームページ掲載メニュー全般。 ランチLO13:30
～14:30間に限り、近隣徒歩10分以内のデリバリー致しま
す。前日・当日でもお電話にて承ります。

イタリアンレストラン

HANA Cafe style

小平市花小金井南町1-18-28
☎042-452-5204

hanacafestyle@gmail.com
お弁当各種・自家製ケーキ・ドリンク

カフェ

■クレジットカードVISA, JCB, MasterCard, 交通系電子マネー, PayPay

Tacos Mercado

小平市花小金井南町2-2-16 B1F
☎042-497-5211

tacos.mercado.hanako@gmail.com
Tacos Box（1000円）、メルカドタコライス（1200円）、メキシ
カンサラダボウル（900円）、スパイシーポークブリトー（850
円）　UBER EATS でご利用いただけます。

メキシコ料理店

■クレジットカードVISA, JCB, MasterCard, 交通系電子マネー
　PayPay, LINE Pay, 楽天Pay, d払い, auPAY, メルペイ

Cafe&Deli hug

小平市花小金井南町1-12-2
☎042-450-5033

日替りランチ弁当（税込864円）、煮込みハンバーグ弁当
（864円）、ラザニア（702円）、パンシチューBOX（540円）
朝10時から電話でご予約承ります。直接、お店でご注文い
ただくこともできます。

カフェ

■クレジットカード（VISA等）、スマホ（paypay、メルペイ）

https://m.facebook.com/cafe.hag/
https://www.instagram.com/cafe_deli_hug/
毎日日替りの内容をアップしています。

 二幸

小平市たかの台46-7
☎042-342-1729

餃子(冷凍／焼き)、炒飯、焼きそば 、炒め物、丼など

中華料理

ASIAN KITCHEN BHAWANA

小平市たかの台43-10
☎042-312-1275

Kodairashi Takanodai 43-10
カレー、ナン、サラダ、タンドリチキン、ドリンク。1500円より
配達。

Corry Restaurant（カレーレストラン）

キッチン・ヌー

小平市たかの台46-9
☎042-348-3082

http://ｗｗｗ7b.biglobe.ne.jp
お弁当、定食、ハヤシライス等店内で提供できる全てのメ
ニューお持ち帰りできます。

飲食店

アジアンキッチン カリカ

小平市たかの台36-7-101
☎042-342-7822

ランチ600円、 ディナー800円。デリバリーはオバルサイトを
ご覧ください。

アジア・エスニック料理

■クレジットカード, PayPay

■店舗マークについてのご案内

新型コロナウィルス感染拡大防止プロジェクト

インスタ投
稿で

マイバッ
グ

プレゼン
ト︕

夏のテイクアウト＆デリバリーインフォメーション

※掲載情報は2020年６月５日現在のものです。変更になっている場合もござい　
ますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。

■夏のこだいらデリマップをチェック！ ■抽選で200名にマイバッグプレゼント！
右記ＱＲコードからアク
セスできます。メールで
のお問い合わせ可能は
お店もございますので、
最新の情報をご確認くだ
さい。

購入した商品を撮影、＃（ハッシュタグ）
「こだいらデリマイバッグ」をつけて、イ
ンスタグラムに投稿してくださった中か
ら抽選で200名様に、オリジナルのマイ
バッグをプレゼントします。詳細は中面
をご覧ください。

新型コロナウィルス感染予防は、まだまだ必要。小平商工会では、市
民の皆さまのできる限りのステイホームをサポート。配達やテイクア
ウトを行っている事業者のご紹介をGoogleマップ等も活用しながら
継続していきます。
ネットやニュースで見つからない、地域ならではのおいしさや便
利さをぜひご利用ください。ます。

花小金井・花小金井南町
回田町エリア

各お店の形態、提供しているサービスについて該当するものは、
赤いハイライトになっています。

テイクアウトメニューをご用意しています。
デリバリーサービスをご利用いただけます。
店内での飲食ができるお店です。
お買い物ができるお店です。
キャッシュレス決済に対応しているお店です。

小川東町・西町・栄町エリア

暮らしのデリバリー

小平商工会
〒187-0032東京都小平市小川町2-1268

http://www.kodaira.or.jp

FAX 042-343-0505

お問い合わせはお気軽にどうぞ。
ks@kodaira.or.jp

＜地域事業者のみなさまへ＞
新型コロナウィルス感染防止のための自粛、ライフスタイルの変化は、長期になる可能性も十
分に考えられます。市民の皆様にとっては、地元や地域、近隣の情報は大変に役立ちます。
小平商工会では、ホームページやGoogleマップにて、できる限り、最新の情報提供を進めてい
きます。配達や出張サービス、持ち帰りの情報はもちろん、おすすめの商品情報など、随時、受
け付けておりますので、ぜひ、お寄せください。
また、小平商工会では、給付金や助成金、マル経融資等経営に関するご相談等も随時受け付
けています。

商工会には、あらゆる業種の事業所が加盟しています。外出のままな
らない今、暮らしのお困りごとを解決する会員事業所のご紹介もでき
ますので、お問い合わせください。

たかの台・小川町エリア


