
相模原市テイクアウト・デリバリー実施店舗リスト R4.11.9

No. 画像1 画像2 画像3
店舗名

電話番号
店舗の紹介文

最寄り駅
加盟商店街

住所 営業時間 定休日
SNSの種類・アカ

ウント名
テイク
アウト

デリバ
リー

デリバリー
の配達・配
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1
野楽
042-780-8589

ラーメンがメインの店です
がテイクアウトで弁当を販
売しています。近場の方な
らラーメンのテイクアウ
ト、自身で茹でるラーメン
セットも承ります。

緑区長竹379-1 11:00～14:00 月 あり なし
テイクアウト…
定休日除く11:00～
14:00

お弁当
 からあげ弁当　525円

 チャーシュー丼　525円
カキフライ弁当　630円

2
SOLEADO
042-752-3513

パエリアの国際コンクール
出場経験を持つシェフが作
る、絶品パエリアを是非お
召し上がり下さい。

JR矢部駅
矢部商工みどり会

中央区矢部3-5-7

ランチ
 11︓00～14︓00

ディナー
 17︓00～19︓00

月 Facebook あり あり
お弁当は5個
以上でデリバ
リー可

テイクアウト…
定休日以外の11︓00
～14︓00、17︓00～
19︓00
デリバリー…
11︓00～14︓00、中
央区、店舗から車で15
分以内

お弁当／洋食

ランチタイム限定のパエリア弁
当　650円
選べる夜のパエリア弁当　980
円

3
べじたば～る和韻
042-738-3801

みずみずしい湘南の野菜を
ふんだんに使った一皿、と
れたての鮮魚、こだわりの
お肉、ワイン、地酒、素材
の味を大切にした心にも体
にもやさしい創作料理のお
店です。

小田急相模原駅
南区相南4-24-56 第二
島ビル２F

夜17︓00～24︓00 火

Facebook(べじたば～
る和韻)
Instagram(@takky05
30)
Twitter(@waintakky)

あり なし
テイクアウト…
火曜を除く17︓00～
21︓00

お弁当／洋食
／和食／丼物
／カレー／
お惣菜

 日替わり弁当　860円
 日替わり丼　　1050円

おつまみセット1180円

4

独楽寿司　相模原
橋本店（こまずし
さがみはらはしも
とてん）
042-700-2888

小田原漁港から直で仕入の
鮮度と、驚きの500円飲み
放題で人気の回転寿司で
す。テイクアウトもぬかり
なし︕どうぞ職人の味をご
家庭でもお楽しみくださ
い。

緑区西橋本2-28-4
11:30～20:00にて
時短営業中

なし

Facebook(https://ww
w.facebook.com/%E
7%8B%AC%E6%A5
%BD%E5%AF%)
Instagram(https://w
ww.instagram.com/k
oma.masa.official/)
Twitter(https://twitt
er.com/koma_masa)
LINE(https://lin.ee/s
OFFgUy)

あり なし
テイクアウト…
11:30～20:00まで前
日予約で割引あり

寿司
 高尾　900円(税別)

木曽　1280円(税別)

5

そば膳　古淵　松
貴
042-755-2098

50年続く蕎麦屋です。お
電話でご予約いただけれ
ば、出来立てをお渡しでき
ます︕香り高くコシのある
お蕎麦を、ぜひご家庭でも
ご賞味下さい︕

古淵駅 南区古淵3-7-20 11時から20時 木 あり なし
テイクアウト…
営業時間内

和食／そば・
うどん／丼物

 せいろ蕎麦　550円
 かつ丼　900円

天ぷら盛り合わせ　1000円

6
(有)かまな庵
042-772-2240

創業５５年。550円定食、
各種定食から京懐石コース

 まで楽しめる和食処。
2名様より100名様迄宴会
席あり、送迎バスあり、仕
出し弁当あり

橋本駅 緑区橋本台2-9-2
昼11:30から13:30

 （完売次第終了）
夜18:00から21:00

不定休
Instagram(https://w
ww.instagram.com/k
amanaan3/)

あり なし
テイクアウト…
日祝を除く営業時間内

お弁当／和食
／丼物／お惣
菜

かつ丼、生姜焼き丼、黒だれ野
 菜入り天丼→540円

おにぎり弁当→250円
 家飲みつまみパック→540円

今日のおかずお助けおかず2種
 類以上→864円から

7
大衆割烹　山咲
042-687-3388

芸術のまち・藤野地区で創
業３５年を迎えた当店。地
元のお客様はもとより観光
に訪れた皆様に親しまれて
おります。ベテラン料理人
の和洋食・中華料理を是非
ご賞味ください。

緑区日連662
 昼11:00～14:00　

夜17:00～20:00
火 あり あり

配達料は無料
です。

テイクアウト…
20時まで
デリバリー…
藤野・相模湖地区の
み。お弁当１０個以上
ご注文のお客様には無
料配達いたします。

お弁当／洋食
／中華／和食
／寿司／そ
ば・うどん／
丼物／お惣菜
／その他(法要
料理（法事仕
出し弁当）)

 刺身弁当　１０００円
 豚生姜焼き弁当　８５０円

 特製オムライス弁当　７００円
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8
鳥久
042-771-4027

当店は１９７０年創業の焼
 鳥店です。

かつて鶏舎を所有していた
経験から、確かな目利きで
朝引きの新鮮な国産鶏をご
提供しております。

橋本駅
東橋本商店会

緑区東橋本2-13-1 17:00～20:00 日 あり なし

テイクアウト(受付時
間は　14:00～19:00
です。ドライブスルー
形式でもお渡しできま
す。)

その他(焼き
鳥、揚げ物、
焼き物、丼物)

 焼き鳥各種　１本１１０円から
 地鶏つくね　４２０円

国産豚カルビ丼　７８０円

9
京懐石りほう
042-745-4111

本場の京料理を和モダンの
店内で手ごろな価格で楽し

 めるお店。
地域の皆さまに育てられた
この３０年の恩返しにご自
宅で寛ぐお手伝いが出来れ
ば幸いです。

南区相模大野3-13-13
昼12:00～14:00
夜17:00～20:00

日によっ
ては店内
飲食をお
休みする
ことがあ
ります

Facebook(@KyoKaise
kiRihou)
Instagram(kyoukaise
ki_rihou)

あり あり

 配達料無料
店舗スタッフ
が手分けして
配達するので
込み具合や配
達先距離に
よっては配達
をお受けでき
ない場合があ
ります。

テイクアウト(11:00
～14:00、17:00～
20:00)
デリバリー(11:30～
14:00、17:00～
20:00)

お弁当／和食
／丼物

 琴音弁当　　1.620円
 鈴風弁当　　　650円

はいから丼　　650円

10
中華料理　勝来軒
042-773-6393

 地元に愛されて創業50年
懐かしいチャーハンやリ
ピートの多いマーボー丼が
おすすめ

南橋本駅
南橋本商栄会

中央区南橋本2-3-12 11:00~20:00 日

Facebook(https://ww
w.facebook.com/syo
uraiken)
その他
(https://tabelog.com
/kanagawa/A1407/A
140701/1401319)

あり なし
テイクアウト(定休日
を除く
11:00~20:00)

中華

 マーボー丼　　600円
 焼肉丼　　　　600円
 ナスの甘辛丼　600円
 チャーハン　　600円
 中華丼　　　　700円
 天津丼　　　　700円
 五目焼きそば　700円

等

11

インド料理
ラサニ
042-747-2979

本格カレーは食べごたえ十
分
サイドメニューはインドの
一般料理が300円台から食
べられます。
小田急相模原駅から徒歩3
分の駅近です。

小田急相模原駅
南区南台5-10-8　相模
台整骨院ビル２F

ランチ11︓00～
 14︓30

ディナー17︓00～
 22︓00

金曜は夜営業のみ

なし
Facebook(インド料理
ラサニ)

あり あり
1,500円以上
の購入で配達
料なし

テイクアウト、デリバ
リーともに
11:00~14:30、
17:00~22:00まで注
文可
デリバリー(1,500円以
上の注文で配達可、基
本半径3km以内。注文
時に要確認)

カレー

カレー多種（26種以上）
サイドオーダー多種
カレーは900円～
ランチは600円～

12
津久井乃庵
042-784-2119

当店はお惣菜をアレンジし
たメニューをお楽しみ頂け
ます。一番の特徴は、店内
に金魚の釣り堀があるこ
と。お子様から大人の方ま
で安全に釣りを楽しみなが
らご飲食出来ます。

橋本駅
中野商店連盟

緑区太井450-8

ＡＭ10︓00～ＰＭ
9︓00（現在は短縮
営業　ＰＭ8︓00ま
で）

毎週火曜
日、第三
月曜日

あり なし
テイクアウト
(AM11:00~PM7:00)

お弁当／パン
／丼物／お惣
菜

きんぴらごぼうとチーズのホッ
 トサンド　660円

とろトロチャーシュー丼
 1,100円

ローストビーフ丼　1,210円

13
うまか寿司 本店
042-774-8864

宅配専門　出前すし　自分
で楽しめる「のっけず
し」、ネタ自慢の「にぎり
ずし」、700円ポッキリ︕
ボリュームたっぷり海鮮
「うまか丼」、すし職人の
味をお届けします。

中央区南橋本2-5-10 10:00～20:30 年中無休 なし あり

デリバリー(税抜1,000
円以上の注文で配達
可。配達地域　相模原
市緑区、中央区、詳し
くはお問い合わせくだ
さい、)

寿司

のっけずし　特上「らん」（4
 人前）　3490円

にぎりずし　特上「げんじ」
 （4人前）5076円

14
和食処しまざき
042-771-7471

期間限定テイクアウトはじ
めました︕ご注文を承って
からお作り致します。予め
お電話で注文頂けるとス
ムーズにお渡し致します。

緑区橋本8-1-10
昼11:30-14:00
夜17:00-20:00

日 あり なし
テイクアウト(11:00-
14:00
17:00-20:00)

お弁当／和食
 唐揚げ弁当　700円

 鶏の黒酢あんかけ弁当　700円
うな丼　1500円
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15
八剣伝南橋本店
042-703-5452

10︓00～ランチも営業
中︕衛生面には十分配慮
し、店内飲食の場合はなる
べく離れた席になるようご
案内いたします。炭火なら
ではの味わいを是非、ご賞
味ください︕

中央区南橋本1-3-13小
山ビル１階

10:00～20:00 月

Instagram(8kenden_
minahashi)
その他
(https://www.hotpep
per.jp/strJ00101101
9/)

あり あり

配達料３００
円（店舗近

 郊）
詳細はお問い
合わせくださ
いませ。

テイクアウト(月曜日
を除く10:00～20:00)
デリバリー(店舗近
郊。配達（配達料300
円）詳細はご相談くだ
さいませ。)

お弁当／丼物
／お惣菜／そ
の他(居酒屋料
理)

オードブル（1800円、2800
 円、3800円コース　各税別）

焼き鳥串盛り（5本650円、10
 本1280円　税別）

お弁当（日替わり弁当や焼き鳥
丼など）

16

八剣伝相模原星が
丘店
042-730-3181

11︓00～ランチも営業
中︕衛生面には十分配慮
し、店内飲食の場合はなる
べく離れた席になるようご
案内いたします。炭火なら
ではの味わいをご賞味くだ
さい︕

上溝駅、淵野辺駅
村富地域振興の会

中央区陽光台2-3-2 11:00～20:00 月

hotpepper(https://w
ww.hotpepper.jp/strJ
001195167/)
Instagram(hakkenho
shi)

あり あり

配送料300円
詳細はお問い
合わせくださ
い。

テイクアウト(月曜日
を除く11:00～20:00)
デリバリー(店舗近
郊。配達（配達料300
円）詳細はご相談くだ
さいませ。)

お弁当／丼物
／お惣菜／そ
の他(居酒屋料
理)

オードブル（1800円、2800
 円、3800円コース　各税別）

焼き鳥串盛り（5本650円、10
 本1280円　各税別）

お弁当（お子さまおにぎり弁
当、ぜいたく弁当、焼き鳥丼な
ど）

17

ほーむばる
ITADAKI
042-813-9707

11︓30～ランチも営業
中︕衛生面には十分配慮
し、店内飲食の場合はなる
べく離れた席になるようご
案内いたします。シェフこ
だわりの手作り料理を、ぜ
ひご賞味ください︕

JR橋本駅
橋本商店街(協)

緑区橋本3-19-15 11:30～20:00 月

hotpepper(https://w
ww.hotpepper.jp/strJ
001040220/)
Instagram(homebarit
adaki)

あり あり
詳細はご相談
くださいま
せ。

テイクアウト(月曜日
を除く11:30～20:00)
デリバリー(詳細はご
相談くださいませ。)

洋食／カレー
／お惣菜／そ
の他(イタリア
ン)

オードブル（1800円、2800
円、4600円コース　各税別）
自家製キーマカレー（800円
税別）
タコライス（900円　税別）

18

とことん餃子の朝
日屋
042-730-6161

とことん餃子はにんにく不
 使用︕

お仕事中のお客様、ランチ
タイムにもご好評頂いてま
す︕また、おひとり様、女

 性のお客様大歓迎︕︕
気兼ねなくいらしてくださ
いね︕

JR相模原駅
西門商店街

中央区相模原5-10-10
昼11︓30～14︓30
夜17︓30～22︓00

木

Facebook(https://ww
w.facebook.com/prof
ile.php?id=10001605
96)

あり なし
テイクアウト(昼11︓
30～14︓30　夜17︓
30～22︓00)

その他(餃子専
門店)

 とことん餃子500円
 あじさい餃子380円

19
こけマルシェ
042-753-8330

唐揚を中心としたアレンジ
商品を主として商品開発し
ています。唐揚の下味は
45年間の味付けです。他
にミニ丼は350円で販売し
ております。こけ丸焼は地
元PR商品です。

JR相模原駅
相模原中央商店街
(協)

中央区中央1-13-1 昼10:00～14:00
土、日、

祭日
あり なし

テイクアウト(昼10︓
00～14︓00)

お弁当／和食
／丼物／カ
レー

かつ丼　550円
海老フライ定食　550円
鳥辛丼　550円
とんかつ定食　550円
柚子胡椒風味唐揚丼　550円
からあげ定食　550円
親子丼　550円
目玉焼豚辛味噌重　550円

20

せんざん本店　相
模原店
042-776-8588

カニ料理や、四季を通じて
旬の食材を使用した和食を
中心としたお店です。

JR淵野辺駅 中央区相生1-1 11:30～20:00 なし
http://www.senzan-
honten.jp/restaurant/sag
amihara/

あり あり 無料

テイクアウト(11:00
～19:00)
デリバリー(18:30ま
で、車で20分圏内、
5,000円以上)

お弁当／和食
華遊膳　3,000円
舞　2,000円

21
か印　上溝商店。
042-785-2215

JR上溝駅
上溝商店街

中央区上溝5-14-8
コロナ自粛期間のみ
昼14:00～19:00
店内は16:00～

火
※5月中
は日曜に

変更

Instagram(kajirushi2
017.9.kan)

あり なし
テイクアウト(雨の日
を除く14:00～19:00
位まで)

お惣菜

外販売価格
カラアゲ　500円
手羽先あげ　450円
たこせん　380円
くしあげ５本　500円
その他　店内メニューも可能
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22
眞田珈琲
080-7099-5717

サガミハラテの眞田珈琲で
す。５００度まで上がるピ
ザ釜がありご家庭では作れ
ない味を提供しておりま
す。

中央区千代田3-18-4

金土11:00から
20:00（ラストオー

 ダー20:00）
その他11:00から
19:00（ラストオー
ダー18:30）

その他(不
定休（月
２回程
度）)

Facebook(眞田珈琲
https://www.faceboo
k.com/sanadacoffee/
?ref=boo)

あり なし
テイクアウト(11:00
～ラストオーダー時刻
まで)

洋食／和食／
カレー／お惣
菜／その他
(ケーキ、ピ
ザ)

 価格は税抜
 タンドリーチキンライス850円

 マルゲリータ960円
トマトチキンクリームパスタ
900円

23
モナの丘
042-777-8586

インド・ネパール料理を中
心にご提供しております農
園レストランです。毎朝農
園で採れた新鮮な野菜とと
もにごゆっくりお楽しみく
ださい。

南区下溝4390 昼11:00 ～ 18:00 月
Twitter(https://twitt
er.com/monanooka)

あり なし

テイクアウト(注文受
付は午前11時から午後
3時まで、お引取りは
午後5時30分迄で
す。)

カレー
 旬菜カレー弁当　648円

 チキンカレー弁当　648円
マトンカレー弁当　648円

24
串焼き佐藤
042-770-1777

橋本駅
橋本商店街

緑区橋本6-26-10
５月はお昼は１１時
より

月 あり なし
テイクアウト(当面お
店の営業中は対応致し
ます。)

お弁当／その
他(串焼きな
ど)

週替わりになるので問い合わせ
でお願いします。

25
 1Life Cafe

042-703-1780

ペットフォレスト相模原下
九沢店内１階の

 １Life　Cafeです。
５月１３日～新メニューを
スタートしました。一足先
に
１LifeCafeの味をお楽しみ
ください︕

緑区下九沢2125－5

通常10︓00～19︓
00（フードラスト

 オーダー18︓30）
現在10︓00～17︓
30（フードラスト
オーダー17︓00）

その他(不
定休)

Facebook(https://ww
w.facebook.com/1Lif
eCafe/)
Instagram(https://w
ww.instagram.com/1
life_dogcafe/)

あり なし
テイクアウト(営業時
間内)

お弁当／パン
／丼物／その
他(ドリンク)

 １Lifeのタコライス　1026円
１Lifeのプルコギライス

 1026円
モカフラッペ・チャイティーフ

 ラッペ　626円

26
Flambeフランベ
042-813-6020

相模原駅南口から徒歩5分
 にある

ビストロです。フレンチを
ベースに手づくりで仕込み

 から調理しています。
家飲みに最高なつまみにな
る惣菜もありますよ

中央区相模原3ー4ー7

 テイクアウト
 昼12時から21時

(15時から17時頃休
憩有り)

日

Facebook(フランベ相
模原)
Instagram(flambe
sagamihara)
その他
(http://flambe-
sagamihara.shopinfo.
jp)

あり なし
テイクアウト(店休日
除く12時～21時(途中
休憩あり))

お弁当／洋食
／お惣菜／そ
の他(フレンチ
惣菜、デザー
ト、ドレッシ
ング、パスタ
ソース)

 しらす丼　740円
 オリジナルナポリタン　540円

ミートソーススパゲティ　680
 円

容器持参で10%オフ

27

牛タンしゃぶしゃ
ぶ　なか仲
042-851-3320

当店は相模原にある牛タン
しゃぶしゃぶが自慢のお店
です。今回は生肉販売営業
許可を取得して牛タンしゃ
ぶしゃぶのテイクアウトを
はじめました

相模原駅

中央区相模原4-5-3RS
相模原B1（相模原駅よ
り線路沿いを町田方面
へ行き徒歩6分・東横イ
ンホテルさんより徒歩3
分）

15:00-20:00(テイ
クアウト）

火 あり なし

テイクアウト(15時よ
り18時迄受け付け・取
りに来る時間をお申し
付け・車の場合は着き
ましたら再度ご連絡頂
ければお持ち致しま
す。)

その他(牛タン
しゃぶしゃぶ
（生肉）)

☆牛タンしゃぶしゃぶセット
1350円
（特選牛タン1人前・ネギ・
ちゃんぽん麺・極旨白湯スー

 プ・ポン酢・もみじおろし）
☆しゃぶしゃぶの〆に極上牛ホ

 ルモン（3人前）2100円

28

鮨・相模
「虎や」
050-8881-0354

いつでも地域に合わせたお
手軽な値段で、相模湾より
鮮度重視した旬のお寿司が
楽しめます

緑区橋本台1-14-22
要事前予約
店舗へ直接お問い合
わせください。

ー
Instagram(@sagamit
oraya)

あり あり 配達料無し
要事前予約
店舗へ直接お問い合わ
せください。

お弁当／寿司

・握り寿司（丼）並　8貫1本
1200円
・握り寿司（丼）中　8貫1本
1500円
・握り寿司（丼）上　8貫1本
1800円
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29
ラスタ
042-753-4180

市役所通り横山6丁目交差
点に位置しています。スー
パーへお買い物ついでにお
気軽にお越しください。天
気のいい日はスーパー入
口、雨天の場合は２F店頭
にて販売中です。

上溝駅
ひばり商栄会

中央区横山6-4-1 11︓30～19︓00 月

Facebook(Restaurant
BAR "Rasta")
Instagram(y6rasta)
Twitter(@y6rasta)

あり なし
テイクアウト(月曜日
を除く11︓30～19︓
00)

洋食／丼物／
その他(おつま
み)

 ローストビーフ丼　800円
 ハンバーグ丼　　　700円
 チャーシュー丼　　600円

30
旬鮮酒場NOBU
042-705-7143

美味しい魚、肉料理と日本
 酒にこだわったお店です︕

 
店主独自の仕入れでなかな
か普段食べれない珍しい魚
や地方の隠れた名酒やレア

 日本酒など

小田急相模原駅
南区南台5-15-11相模
屋ビル1階

夜17:00-20:00 日

Facebook(https://ww
w.facebook.com/nob
u.syunsensakaba/)
Instagram(https://w
ww.instagram.com/n
obu_syunsen_sakaba
/)
Twitter(https://twitt
er.com/nobu-
odasaga/)

あり なし
テイクアウト(平日は
17:00から20:00まで)

お弁当／和食
／丼物／カ
レー／お惣菜

 ※外税表記
 ■特上海鮮丼1980
 ■キーマカレー850

 ■バラちらし890
 ■A5国産和牛 贅沢焼肉丼990
 ■サーロインステーキ丼1280

その他に単品料理あります。画
像参照

31
中国料理　霞苑
042-760-8186

中国料理霞苑は18年間地
元で愛されてきた本格中華
料理です。横浜中華街など
様々な場所で経験を積んで
きたマスターが美味しい料
理を提供致します。

上溝駅
上溝商店街振興組合

中央区上溝3-20-24戸
田ビル1F

11:30～14:30
17:00～22:00

第一・第
三火曜

あり なし
テイクアウト(昼
14:00まで　夜21:30
まで)

中華

五目焼きそば　780
牛肉細切りとピーマン炒め
1,000　　はるまき　450
上海焼きそば　900
酢豚　860　とりからあげ　880
海鮮入り焼きそば　970
五目チャーハン　750
揚げ鶏肉の中華ソースかけ　880
チャーシューチャーハン　880
玉子のチリソース　880
焼きギョーザ(5個入り)　370
芝エビのチリソース　970

32
Cafe Smile
042-785-3894

当店のメニューは全て自家
製。大人気バターチキンカ
レー、香ばしい炙りミート
のタコライス、ふわふわシ
フォンケーキ。カフェで味
わうご褒美タイムを是非ご
家庭で︕

緑区城山4-1-3
 11:00～15:00

(ラストオーダー
13:30)

その他
(月・土日
祝・夏季
休業・年
末年始休
業あり)

Facebook(@cafesmil
e2525)
Instagram(cafesmile
2525)
LINE(@hln5547r)

あり なし
テイクアウト(火水木
金11:00-15:00(ラス
トオーダー13:30))

お弁当／カ
レー

 特製バターチキンカレー　756円
 特製ミートタコス　810円

タコライス(1ケ)  378円

33 ←田名店と矢部店の画像共通

相模　御用寿司
田名店
042-853-5454

持ち帰り専門の寿司店です
電話予約で待たずにお渡し
出来ますので、電話予約を
ご利用ください。

中央区田名4447－5
田名中学校前

10:30~20:30（ラス
トオーダー20:00）

その他(1
月1日～1
月4日)

あり あり

当日注文の配
達はできませ

 ん。　
前日予約で
8100円以上

テイクアウト(生もの
なのでお買い上げ後は
すぐにお召し上がりく
ださい)

寿司
 寿司（1人前）529円～

寿司単品（1パック２カン入）
106円～
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34 ←田名店と矢部店の画像共通

相模　御用寿司矢
部店
042-755-9901

持ち帰り専門の寿司店です 矢部駅北口そば 中央区淵野辺1－1－3
10:00~20:30（ラス
トオーダー20:00）

その他(1
月1日～1
月4日)

あり あり

当日注文の配
達はできませ

 ん。
前日までの配
達予約注文で
8100円以上

テイクアウト(生もの
なのでお買い上げ後す
ぐにお召し上がりくだ
さい)

寿司
 寿司折（1人前）529円～

寿司単品（1パック２カン入）
106円～

35

まごころ弁当
相模原中央店
042-851-3468

ご高齢者様向け弁当です
が、幼児にもお届けいたし

 ます。
また、糖尿病の方に適した
カロリー調整食、腎臓病の
方に適したたんぱく調整食

 も配達いたします。

中央区青葉1-1-22 8︓30～18︓00
その他(１
月１日～
３日)

なし あり
配達・配送料
無し

デリバリー(注文の予
約は前日までに。配達
時間指定はできませ
ん。
配達エリア︓中央区全
域、南区大野台、緑区
橋本・東橋本
昼食は　9︓30～12︓
00の前後、
夕食は　14︓00～
18︓00の前後にお届
け)

お弁当

普通食
 　おかずのみ　５１０円

　おかずとごはんセット
 　　　　　　　５６０円

普通食
 　小町　　　　４１０円
 　小町（大）　４６０円

幼児向け
　すくすく　　４１０円

36
長さん
042-787-0547

相模原市緑区青野原にある
「長さん」。

丹沢の大自然に抱かれた、
大衆食堂。昔懐かしい母の
味。

JR橋本駅/相模湖駅 緑区青野原364
昼11:30～14:00
夜17:30～20:00

水

Twitter
(https://twitter.com/
chosan_aonohara)

その他
(https://aonohara.co
m/)

あり あり
配達・配送料
無し

テイクアウト(11:30
～19:30(14:00～
17:30除く))

デリバリー(11:30～
19:30︓相模原市緑区
青野原～青根、鳥屋、
関エリアの配達に対応
しています（要相
談）。)

お弁当／洋食
／中華／和食
／お惣菜

唐揚げ弁当 800円
しょうが焼弁当 900円
メンチカツ弁当 800円
肉野菜弁当 900円
レバニラ弁当 800円
エビフライ弁当 900円
餃子 500円
チャーハン 700円

37

ドローンラウン
ジ・ジュピター
042-707-9900

当店はドローンスクール＆
カフェになっています。お
食事だけでなくドローンも
体験できるので是非遊びに
いらしてくださいね︕

中央区横山2-15-9 11:00~19:30 木

HP(drone@drjupiter.
com)

Facebook(DRONE
Lounge・Jupiter at
Sagamihara)

Instagram(drone_lou
nge_jupiter)

Twitter(drone_
lounge_jupiter)

あり なし
テイクアウト(定休日
を除く11:30~18:30)

洋食, カレー,
その他(サイド
メニュー、他)

ビーフカレー　786円
デミハンバーグ　874円
スープ＆パン　569円

38

やさしい餃子きた
もと相模原中央店
0120-012-248

「誰もが安心して食べられ
るおいしい餃子を作りた
い。」という一心から、す
べて国産材料使用・添加物
一切不使用と原材料にこだ
わった自慢の一品です、ぜ
ひご賞味ください。

中央区中央1-11-13 5:00~23:30
その他(年
中無休)

Instagram(yasashii_
gyoza_sagamihara_c
huo)

あり なし

テイクアウト(無人販
売にて朝5︓00～夜
23︓30、年中無休で
ご自由にご購入いただ
けます。)

その他(餃子、
アイスクリー
ム他)

〇やさしい餃子
　１箱３０個入り１０００円
〇名物無添加ごま味噌ダレ
　１袋１０個入り３００円
〇やさしいアイスクリーム
　１個３００円
　卵・乳製品・グルテン不使用
バニラ・いちご・緑茶・チョコ
レート
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39
居酒屋風(fuu)
080-5482-5016

油やあくを丁寧に取り除い
た豚骨スープをベースに、
味噌で味付けしたもつ煮な
ので、残ったスープでつけ
麺も最高です。

古淵駅 南区大野台2-6-15 11:00~20:00 日

Instagram(motuniyaf
uu)

Twitter(居酒屋風(もつ
煮屋))

あり なし
テイクアウト(日曜定
休日除く11時～20時)

その他(もつ煮
のみ)

もつ煮　500円
もつ煮弁当　700円

7 / 7 ページ


