
橙や本店

小平市美園町2-2-8
☎042-343-0480

daidaiyaodon@yahoo.co.jp
季節の幕の内弁当・牛すき煮弁当・天重弁当　各1000円
（税別）、幕の内二段重弁当2500円・3500円（税別）は慶弔
にお奨め。10,000円以上にて小平市内配達いたします。

和食

※店頭お渡しのみキャッシュレス対応 

橙や 南口

小平市美園町1-8-1
☎042-207-9600

幕の内弁当1080円、牛すき煮弁当1080円、天丼500円、焼う
どん（ランチのみ）350円　《すべて税込み》

和食

■クレジットカード,PayPay

割烹 清乃

小平市美園町2-1-6
☎042-341-5622

ハンバーグ弁当（和風おろし）、チキン南蛮弁当、オードブル
盛り（小・大）、天重、海老天重、豪華海鮮丼、うな重（白焼き、
蒲焼きあり）、出汁巻玉子、和牛たたき、大山鶏立田揚げor
照焼き、握り寿司（並・中・上・特上）、巻物各種
3000円以上配達します（配達は現金のみ） 

和食

■クレジットカード

Petite Ferme

小平市美園町3-20-13
☎042-202-8802

お弁当：2種類から3種類の日替わり、380円～500円で提供
（昼のみ）。お惣菜：5種類から8種類程の日替わり、100円～
300円（1P）で提供。（昼、場合によってはディナー時間も販
売しています）

飲食・小売業

■クレジットカードVISA, 交通系電子マネー, PayPay

Bistoria(ビストリア)小平店

小平市美園町1-8
☎042-313-6111

info@foodgarage.co.jp
お弁当、お惣菜、オードブル、タルト等

デリカテッセンレストラン

■クレジットカードVISA, JCB, MasterCard

酒楽和華 清乃

小平市美園町1-32-2 
☎042-343-0773

麻婆豆腐丼700円・麻婆茄子丼700円・中華丼700円・あん
かけ焼きそば700円・炒飯700円。定休日:水、テイクアウト時
間11:30～13:30、17:00～19:00、土日祝のテイクアウト、ラン
チ営業はありません。

中華・和食・居酒屋

■paypay、クレジットカード(VISA等)

Dining Bar タムタム

小平市美園町1-18-3
☎042-407-9102

tamtam.kodaira@gmail.com
ふわとろオムライス（ケチャップソース）630円、ふわとろオ
ムライス（自家製デミグラスソース）723円、昔ながらのナポ
リタン630円、ナスのボロネーゼ723円、しょうがたっぷり
キーマカレー＆ハーブソーセージ723円、シフォンケーキ
(プレーン) 200円、シフォンサンド各種352円。
基本的にオーダーいただいてからお作りいたします。
※いずれも税抜き価格

飲食店

■PayPay

永田珈琲

小平市美園町1-6-1
グリーンプラザ2階

☎042-345-9733

サンドイッチ・ホットサンド・自家焙煎珈琲豆

喫茶店

■PayPay

珈琲の香

小平市美園町1-8-1
ルネセブン街

☎042-342-5777

ケーキ・自家焙煎珈琲豆

喫茶店

■PayPay

ぽえむ-永田珈琲倶楽部

小平市美園町1-33-1
ショッピングセンター2階

☎042-345-2168

トーストサンド・ドリンク・自家焙煎珈琲豆

喫茶店

■PayPay

フレッシュ多摩 まるやす

小平市仲町611-1　多摩ビル１F
☎042-342-0554

info@maruyasu.com
週替わり弁当500円（税込）、平櫛田中弁当1080円（税込）な
ど。焼き魚、煮魚、お惣菜各種。オードブル・サンドイッチ・寿
司など（要予約）など予算に合わせてお作り致します。
お弁当メニューはホームページ、facebookでご覧いただけ
ます。）
デリバリー：お弁当は2個から、お惣菜・各種料理は2000円
から、その他一般食品と合わせてお届け可能です。

小売・製造販売・ケータリング

■PayPay, auPAY

狭山茶問屋 鈴木園

小平市仲町522
☎042-341-0509

3000円以上お買い上げでお届け。配送料500円（15,000円
以上は無料）

茶・小平ブランド・抹茶スイーツ

■クレジットカードVISA, JCB, MasterCard, PayPay
　アメックス、ダイナースも可、シルバー会員ポイント2倍

CAZECAFEなかまち

小平市仲町145
☎070-3244-5931

NEWバインミーサンド430円、NEWロコモコ800円、ハッ
シュドビーフ800円、なすきーまカレー800円、ビーフカレー
800円、グリーンカレー800円、ブルーベリージャム、ピクル
スなど。ドリンク類は配達対象外。
月曜日から木曜日営業（金土日祝休み）※第三木曜日は休。
※月～木・土日のイートイン営業。注文時間9：00-17：00。
nstagram、Twitter、各DMからも注文可能。お急ぎの場合は
お電話で。店頭お渡し時間11：00-15：00。配達時間11：
30-15：00。仲町町内は1食から、仲町外は３食から配達承
り。配達のお支払いは現金のみ。

カフェ

■電子マネー・各種クレジットカード

来来亭 小平仲町店

小平市仲町269-2
☎042-346-0722

yousuke.bom@gmail.com
ラーメン、餃子、点心、１品物

ラーメン

■電子マネー(ナナコ、WAON、Suica、楽天Edy、ID)、paypay、LINEpay 

宮川鰻店

小平市学園東町3-1-14
☎042-341-3775

２人前より予約可、年中無休。3,500円・4,500円・6,000円の
3種類です。

うなぎ屋

■PayPay

茶・海苔 宮鍋園

小平市学園東町1-8-1
☎042-341-0627

info@miyanabeen.co.jp
商品3000円（税別）以上でお届け。それ以下でもご相談に
応じます。

小売業

■交通系電子マネー, PayPay

醍醐

小平市学園東町1-4-27
☎042-344-2828

ゆでたおそば・うどん（例　ぶっかけ700円、天ぷらぶっかけ
900円、せいろ850円、肉せいろ1000円）。ごはんもの（かつ
丼1000円、親子丼1150円、天重1700円）。天ぷら各種（ごぼ
う天450円、野菜かきあげ650円他）、生のそば・うどんも販
売しています。

日本そば

■テイクアウト・デリバリーサービスは一部メニューは期間限定

ブーフーウー

小平市学園東町3-2-43
☎042-345-4152

サンドイッチはもちろんのこと店内食事メニューのほとんど
がテイクアウト可。（例）照り焼きハンバーグ（ごはん・味噌
汁・漬物付）・ピザ・パスタ他
サンドイッチ盛合わせ（1皿2000円～）、配達は応相談。

喫茶、サンドイッチ＆パン

福龍

小平市学園東町1-6-16
☎042-341-0323

からあげ弁当・かつ丼・チャーハン・日替弁当・中華丼・
ギョーザ、3種類ぐらいの日替惣菜

飲食店

肉のマルサン

小平市学園東町3-2-43
☎042-342-0178

marusan29@gmail.com
お肉を中心としたお弁当、惣菜。

生肉販売、お弁当、惣菜製造販売

■pay pay 、クレジットカード、電子マネー

平山酒店

小平市学園東町1-4-38
☎042-341-0303

小平市指定袋取扱店。だいたい全品合計3000円位より配
達します。

小平ブランド、酒類、タバコ販売

日本料理 一龍

小平市学園東町1-2-39
☎042-344-5511

ichiryu.kodaira@gmail.com
気まぐれ弁当780円、彩り弁当1000円、鶏炭火焼弁当1000
円、天丼900円、（上）天丼1200円、おつまみセット1500円、
若鳥唐揚600円、三種類の中から選べる「特選二段弁当」、
蟹ずし、和牛ステーキ、うなぎ各2300円、オードブル3人前
5000円、オードブル5人前8000円（オードブルは前日までの
予約。すべて税込み） 上記の品2品以上のオーダーで合計
金額2000円以上であれば配達いたします(店から2㎞以
内)。1商品に付き50円。
仕出し料理（基本的に回収容器）・幕の内弁当3000～6000
円、浜名湖産うな重3700円、焼お祝い鯛一尾8000円、すっ
ぽんコース（2人前より）一人前6800円（仕出し料理は税別
別途300円、2人前より市内配達いたします）

日本料理

＊テイクアウトはpaypay使えます。
＊家族ふれあいの日優待券をお持ちの家族へ、第３土・日曜日アイ
スクリームまたはドリンクの無料サービス（18歳未満のお子様）。「自
転車安全利用宣言証」ありましたら同等サービス可。

ダイニングBAR ろこぼうず

学園東町1-4-34
☎042-345-7601

locobose1999@icloud.com 
アンガス牛肩ロースのステーキ弁当、和牛ハンバーグ弁当、
他パスタ、ピザ、サラダ。期間限定での自粛対策サービスで
実施。

飲食店

cowa-cafe

小平市学園東町1丁目9-15
☎042-312-1971

jimukyoku@sudachi-kodaira.jp
毎週木曜日に週変わりのメニューでお弁当、お惣菜を提供
しています。デリセット（お惣菜セット）600円、お弁当750
円。営業時間、11:30-16:00。テイクアウトのみ営業中です。 

こだいらコワーキングスペースすだち内
飲食店

チャイニーズレストラン 一番

小平市たかの台34-3
☎042-341-6630

ichiban6630tani@02210.jp
店内のメニュー（おすすめセット・お好みセット以外）全品、
麺類（冷・温）もOK。一番ランチ872円（税込み）、ラーメン
607円（税込み）。月・火定休日

飲食業（中華料理）

■PayPay

それゆけ！鶏ヤロー！鷹の台店

小平市たかの台34-4 
☎042-313-2003

料理86～986円、ドリンク86～686円。2種類の唐揚げ、揚げ
物、おつまみ、お酒各種ハイボール、サワー、カクテル等。
1,860円以上から配達可能！ドリンク容器持参またはドリン
クボトル回収にご協力のお客さまには、1杯ごとにドリンク
全品100円引き！！

居酒屋

■PayPay

配達エリア：小平市たかの台、上水新町、上水本町、小川町、津田町、
学園西町、国分寺市北町、並木町、新町、戸倉、東戸倉、立川市若葉町
テイクアウトは予約がおすすめ！！待たずにすぐ受け取れます。　　
※感染拡大防止のため、テイクアウトのお客さまはできる限り、ご予
約していただけると幸いです。

炭焼処 串侍

小平市学園西町2-15-32
☎042-344-2339

kushizamurai2006@gmail.com
焼鳥各種、一品料理

居酒屋

■クレジットカード, PayPay, auPAY

宮廷めん なにや

小平市学園西町1-26-25
☎042-342-2929

翡翠めんは中国（明、清の時代）の国王のみ食した麺。1玉
300円、スープ200円、焼豚・メンマ他。

自家製麺屋

食事処 分福

学園西町2-13-4
☎042-343-1434

焼きうどん等店内のお料理。ご注文後にお作りしますので、
お急ぎの場合はお電話でご連絡ください。専用の持ち帰り
パックの用意がないので容器等をご持参ください。

小料理・お食事

洋菓子サントノーレ

小平市学園西町1-19-21
☎042-345-1042

バースディケーキ、会合等の茶菓子（ケーキ6個以上）配達し
ます。社会福祉協議会協賛店

菓子製造販売

季節割烹 弥左衛門

小平市大沼町4-50-27
☎042-343-8783

yazaemon2013＠yahoo.co.jp
テイクアウト：弁当500円、天丼350円、茶そば・ざるそば・ざ
るうどん各380円、ミニサラダ280円、カキフライ734円は期
間限定。天重1490円、うな丼2138円、うな重3758円（すべて
税込み）
デリバリー：天重1990円、うな丼2138円、うな重3758円、ざ
るうどん626円、ざるそば734円、天ざるうどん1166円、天ざ
るそば1274円（すべて税込み）

飲食業

■クレジットカード, PayPay, 楽天Pay

お弁当のみくま

小平市大沼町2-1-12
☎042-312-3739

mikuma-mirai@nifty.com
日替わり弁当450円、カレー400円、カツカレー500円。デリ
バリーメニューはテイクアウトと同じ。1個以上金額は設定
なしで配達します。 

サービス業（社会福祉法人）

Verde ヴェルデ

小平市天神町3-7-16
☎042-313-4461

dai2midori-verde@nifty.com
パン・クッキー

福祉・サービス 小平第二みどり作業所

ラーメン・ジャンボ餃子 天神

小平市天神町4-8-3
☎0120-005-223

masuda5031@gmail.com
持ち帰りのメニューあります。

飲食

■PayPay電話 042-344-8831

たかの台・小川町エリア

美園町・大沼町エリア

学園東町・学園西町エリア
なかまち・天神町エリア

焼とり 船ちゃん

小平市花小金井1-12-10  1F
funa.mai0917.1113@gmail.com

☎042-467-0078

1本から注文可能。注文されてから焼くので、時間がかかり
ます。TELをいただければ焼いておきます 自転車で５分圏
内。1500円～(お店が混んでいる時は対応できません)

居酒屋

ぼくの空間 大番

小平市学園西町2-14-20   102
sisi59@oban.ocn.ne.jp

☎042-342-5550

海鮮弁当864円、焼鳥弁当648円、油淋鶏594円、鶏唐揚げ
弁当648円、ドイツ風ジャガバター594円、フライドポテト
594円

飲食業

■クレジットカード, paypay

招来川菜館 

小平市学園東町1-4-28
ishizuka@shourai.co.jp

☎042-345-1515

お店のメニューの全てをお持ち帰り出来ます。

中華料理

炭火やきとり けむり

小平市花小金井1-12-2
naoki0205@gmail.com

☎042-463-7001

やきとり、やきとり丼、その他

飲食業（やきとり）

ごち惣デリふっくる

 小平市花小金井南町1-16-18
info@hukkuru.com

☎042-452-5850

季節の素材を使った、和食中心・手作りのお弁当（680円～）
・お惣菜各種

飲食業

自家焙煎珈琲屋 つの笛

小平市花小金井1-2-20
mail@jikabaisen.jp

☎042-451-6343

コーヒー豆販売、焼菓子、ケーキ

コーヒー豆販売、コーヒー（ストレート20種）、バリエーショ
ンコーヒー（ラテ等）、焼き菓子各種、シフォンケーキ

※掲載情報は令和2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。

■応募期間
■応募方法

■応募資格
■抽選方法　応募期間終了後、＃こだいらデリマイバッグをタグ付けした写
真の中から抽選。お一人で複数回投稿していただけますが、当選権はお一人さ
ま１回となります。当選された方は、ダイレクトメッセージにてお知らせします。

インスタ投稿で、オリジナル・マイバッグ抽選で200名様にプレゼント！

令和２年８月10日まで。この紙面に掲載されている店舗でご注文、お買い上げいただいた方。
★投稿する画像は、写真・動画、どちらでもＯＫです
。お買い上げいただいた商品に限らず、お買い物
の風景や、お食事中の様子などご自由に力作をご
応募ください。

お買い上げの商品等を撮影、「＃（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い。
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お弁当の持帰りに便利︕


