
＜東村山エール飯 ご参考用＞

2021年１月8日～一部店舗のテイクアウトメニュー

【ご参考にあたってのご注意】

※Facebook東村山エール飯公式グループのアルバムより写真・文章を転用しています

※ここに掲載があるお店はほんの一部で、皆様のご参考用として掲載していますのでご了承ください

※緊急事態宣言下での対応となるため、メニューや営業時間などが変更になっている可能性もあります。

確実な情報が欲しい場合は、お手数ですが店舗に電話して各自でご確認いただくようお願いいたします。

東村山エール飯運営スタッフ一同
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◆Bar&Dining氣ごころ

東京都東村山市栄町2-10-3 システムビル2F
ランチ11:30〜14:00 
ディナー17:00〜20:00 お休みは随時投稿します。

※テイクアウトご注文は0423095560または
09035373647もしくはメッセンジャー"きごころ あっ
くん"まで
※UberEatsでも注文できますが、こちらからはお新
香・スープが付きません。取りに来てくださったお客様
への特典です。表示されない商品もございます。

①日本一美味い！牛ハラミ丼
100g 900yen 
150g 1,300yen 200g 1,700yen
②たっぷりトマトの牛すじハヤシライス
レギュラー 900yen
ラージ 1,200yen
トッピングチーズ+100yen
③超あらびき！スパイシーキーマカレー
レギュラー 900yen
ラージ 1,200yen
トッピングチーズ+100yen
ライス→クラッカーでつまみに変身！
※1〜10辛選べます
④新！やわらかラム肉のトマト煮込み丼
レギュラー 1,100yen
ラージ 1,400yen
トッピングチーズ+100yen
ライス→クラッカーでつまみに変身！
⑤スペイン産生ハム原木の切り落としの贅沢おつまみ(ハモンセ
ラーノ・クリームチーズ・クラッカーのセット)
約2人前 1,100yen

※①②③④はお新香・スープ付き！
※ランチタイムは全品100yen引き！
※ノーチャージ・ノーハッピーアワーにて、営業時間内に店内
でもご飲食いただけます。無い商品もございますので、ご了承
願います。
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よりどり5点で2000円のテイクアウトが
好評につき本日から復活致します
全14種類からどの5点を選んでも2000円
単品の注文でもオッケー
食卓のお供に、おつまみに、とご利用頂ければと思います

飛び込み注文大歓迎
更に18時までにご利用のお客様には、ウエイティングドリンク1
杯サービスさせていただきます！

◆おでん酒場安太郎

東村山市栄町2-9-8 ホワイトビル1F
電話：042-306-2728
【営業時間】※緊急事態宣言期間中
12時〜20時 (Lo30分前)

入店時のアルコール消毒、定期的な換気等を行い、感染
拡大防止につとめて営業致します。
ご理解、ご協力をお願い申し上げます
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期間限定！！ラザニア

たっぷりミートとベシャメルソース&菜の花のラザニア
１０００円

KEIJI で企業様向けに販売したお弁当の中でも特に人気の
あったラザニア

こだわりの自家製ミートソースとホワイトソースの美味し
さは鉄板な組合せ！
そして春を先取りする、ほろ苦い菜の花。
更にたっぷりチーズでグツグツ熱々っ

焼いてない状態での販売となりますが、ご要望頂ければ焼
いてお渡し致します。(時間を頂きます)

ご自宅用でも手土産としてもgood！

本日より２月７日までの期間限定で承ります

店頭、若しくはお電話でのご注文お待ちしております。

KEIJI のメニューのほとんどがテイクアウトOK！

テイクアウトメニューはホットペッパーグルメに掲載され
ております。

また、KEIJI はUber Eats加盟店です。

◆Kitchen KEIJI

東村山市栄町２-31-1 竹田ビル1Ｆ 電話：042-395-3325
【２月７日までの営業時間】lunch 11時から15時(Lo14時半) dinner 17時から20時(Lo 19時)
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◆キッチンバー DenjiN

東京都東村山市栄町２－２２－８－１０２ 電話：042-313-3580
11:00〜20:00(LO19:00)

お昼はランチ営業になります。ランチは14:30ラストオーダーになりますが、そのまま夜のメニューに切り替えての営業になり
ます。テイクアウト、ワンコインのお弁当なども販売しております。又20:00以降もテイクアウト販売はしておりますのでご利
用お待ちしております

4



◆パスタ食堂

東京都東村山市栄町2-9-5 東晃ビル 1F
電話：042-306-3235
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◆久米川 絹-kinu-

栄町2-30-5 ポーロニア2 F 電話：0423064924
営業時間
【ランチのみ肉ドレス海鮮丼専門店】

11:30〜14:30(L.O30分前)
【ディナー】16:00〜20:00(L.O30分前)

以外の2パターンのテイクアウトメニューを展開中です
■緊急事態千円弁当
弁当ALL1000円(税込)
・肉ドレス海鮮丼
・A5黒毛和牛ももステーキ丼
・特製雲丹ソースのステーキ丼
・黒毛和牛牛すじ卵とじ丼
・北海道いくら丼
・いくらとネギトロの2色丼
■絹の持ち帰りオードブル6種盛り
絹のような繊細で力強い料理をおうちでお楽しみいただけます
◎黒毛和牛のアテ盛り合わせ 2,500
◎お魚のアテ盛り合わせ 2,000
◎季節の酒肴盛り合わせ 1,000

受付時間は【11:30〜20:00】です。
お電話でご予約か、店頭で直接ご注文お願いします
店内の飲食もやっております。
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いつも鮨孝を御利用いただきありがとうございます。
鮨孝では 本日より緊急事態宣言に合わせて
２０時閉店とさせていただきます。また お酒提供は１９時とさせていただきます。

１月９日から２月７日まで緊急事態宣言中
テイクアウト限定
特製バラちらしを税込み７９０円にて完全予約にて販売をいたします。
(夕方の分は当日昼まで受け付け、昼間の分は前日の２０時までの受け付け、現金のみ)
その他、出前メニューは通常通りお届けします。
※その他、テイクアウトメニューもあります 詳しくはお尋ね下さい。

◆鮨孝

東村山市本町2-6-25
電話：042-395-0522(水曜日定休日)
１２日臨時休業
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デリバリー1500円以上から可能
本日1月8日から2月7日までの期間、店内の営業は自
粛とさせて頂きます。

店頭でのテイクアウトは勿論、今回はデリバリーにも
対応出来るようにバイクをお借りしてUber 学をやっ
ちゃいます
厳選されたメニューにはなってしまいますが、宅配致
しますのでお気軽にお問い合わせ下さいm(_ _)m

店頭ではここにはないメニュー達もいるので時間に余
裕のある方は是非店頭までいらっしゃってくださーい
(๑•̀ㅂ•́)و✧

◆一丁目酒場 学

東村山市野口町1-2-4
電話：042-306-3411
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◆Encuentro（エンクエントロ） 東村山市栄町2-30-5 ポローニア１F
電話：042-313-0570
【営業時間】14:00〜20：00
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◆八坂のダイニング HACHI

東村山市栄町3-11-9
電話：080-1333-9888
【営業時間】11:30〜20：00
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◆韓国料理 辛ちゃん

東村山市栄町2-22-1
電話：042-407-9137
【営業時間】下記の通り
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◆si tonno

栄町2丁目-38-17
電話：042-306-1478
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東京都東村山市栄町2-30-23
電話：042-398-4710
水曜休み

◆Posade del Sol
（ポサーダデルソル）
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緊急事態宣言を受け
当店では、何が出来るか！
一生懸命に考えました。

本来なら…１９時オープンの
深夜営業のお店です。
ですが、この時間からの
営業は自粛です。

そこで…１月１１日（明日から）
『クレープ屋さん』をやります！

店内での飲食も可能です。
テイクアウトも可能です。

不慣れではありますが、
スタッフ一同
愛を込めて焼いてます！

営業日は、限定していますが
11:30〜18:00まで
お近くにお越しの際は、
ぜひお立ち寄り下さいませ。

◆Karaoke bar 鹿音

東村山市野口町1-1-9小糸ビル102
電話：042-313-3785
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1月11日より2月7日まで緊急事態宣言に従
11:30~19:00の営業となります。
その間、店内飲食は出来ますが年に2回程度の
限定で召し上がって頂いているソーキそばをメ
インに営業をさせて頂きます

尚、1月13日よりテイクアウトも開始致します
のでお気軽にご利用くださいませ
テイクアウトはスープと麺をセパレイト容器で
ご提供しますので麺が延びてしまう心配もござ
いません

✔︎自家製ソーキそば 700えん
✔︎自家製焼豚そば 800えん
✔︎肉合盛りそば 950えん
✔︎山菜ソーキそば 800えん
✔︎あおさソーキそば 800えん

店内飲食店ではお酒の種類も豊富に取り揃えて
おります♪

◆DINING MOGU MOGU

東村山市本町2-24-4第二武田ビルb1
電話：042-306-4299
11:30open~19:00close
定休日 火曜日
臨時休業 1月18日 19日 20日 21日
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おはようございます。
本日より自粛期間中店内営業はお休み致します。
テイクアウトのみの販売となります。

【販売時間】
昼11:00〜14:00
夕17:00〜19:00

注文されてから調理しますのでお時間を有する場
合もございます。お電話のみご予約を承ります。

自粛期間中よろしくお願い致します。

◆アジアン酒場 ABHIMANI

東村山市本町3-6-14
電話：042-208-6333
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期間限定メニュー
・牛もつ鍋定食 800円
・牛もつカレーライス 800円

限定メニューは、来週以降も新たな美味しさを
お届け出来るように頑張ります！お楽しみに

尚、時短営業期間は
通常のお通し代&TAXは
頂きません

◆Dining Amina

東村山市栄町2-5-3 1F
電話：042-308-1402
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