
●旬菜おばんざい とうたく

●モダン 割烹、銀平

●四川料理星都

●フジサワガレージ

● Jammin 藤沢店 (ジャミン)

●湘南肉豚屋

0466-50-1155
・牛すじの煮込み弁当 ¥1,000
・鶏の唐揚げ弁当 ¥1,000
・特製かき揚げ天丼 ¥900 他
配達 NG　TEL 注文
11:00~20:00
定休日：水曜
藤沢市朝日町 9-4

0466-97-3020
・銀平オススメ弁当 800 円
・銀平オトク弁当 600 円
・ おばんざい単品350円(3つで1,000円)他
配達徒歩 10 分以内 5,000 円以上で可
TEL 注文
11:00~18:00
不定休
藤沢市藤沢 1006-1-105

0466-90-5420
・四川麻婆豆腐 1,000 円
・エビチリ 1,000 円
・黒チャーハン 1,000 円他
配達 NG　店頭注文 、オードブル、
弁当は事前 TEL 注文
17:30~20:30( 平日 )
12:00~19:00( 土日 )
不定休　藤沢市南藤沢
19-13 一水ビル B1 階

0466-90-3842
・シカゴピザ各種 ¥2,500
・鎌倉野菜のサラダ ¥7,780
・フライドポテト ¥680 他
配達 NG　TEL 注文
17:00~24:30
12:00~24:30(土･日)
定休日なし
藤沢市藤沢 971-1

0466-27-0605
・クリーミー チキンカレー 1,080 円
・オムチーズキーマカレー弁当 900 円他
店内メニューほとんどお持ち帰り OK
配達 3,000 円以上の注文送料 500 円
(17:00~20:00)
店頭または TEL 注文
11:45~15:30・11:45~18:30
テイクアウトは 20 時
年中無休
藤沢市鵠沼橘 1 丁目 1-9

0466-50-0200
・焼肉弁当 1,000 円
・からあげ弁当 600 円
・ハンバーグ弁当 800 円他
配達 10 個以上で相談
店頭販売または TEL 注文
11:00~15:00
17:00~20:00
水曜定休
藤沢市南藤沢 7-10

「さんこうどう」も「藤沢法人会」も応援してます！！

テイクアウト・配達できる店
藤 沢

●藤沢駅北口　　●藤沢駅南口　　●藤沢本町　　●善行

●湘南台　　　　●六会　　　　　●本鵠沼　　　●辻堂

●片瀬海岸　　　●渡内　　　　　●遠藤　　　　●長後

お
う
ち
で

お
店
の
味
を

楽
し
も
う

コロナウイルス拡大防止のための緊急事態宣言を受け大打撃の飲食店のチカラ
に少しでもなれるようこのチラシを作りました。外食したくてもできない現状、
美味しい料理をテイクアウトや出前してみませんか？？？

注意

管理者 川野

●メニュー・金額・営業時間は変更になる可能性があります

●アレルギー食品使用は店舗にお問い合せください

●全ての店舗は必ず保健所の指示にしたがってください

●詳細も各店舗へお問合せください

●商品に関してはそれぞれ店舗責任となります

Facebook グループ藤沢テイクアウトできる店

fujisawa.takeout@gmail.com

※こちらのチラシに関してのお問い合わせは

　上記Gmailにお願い致します

780円



●さつまや本店

●達磨家 藤沢店

●タンドールガードカフェ
　南口ファミリー通り店

●寿司ダイニング甚伍朗

● GRABS

●創作ダイニングかしわ

●湘南ファーム

●小さな懐石 土筆坊

●ラ・ボンヌ・パレット

●タントタント

0466-23-2487
・お食い初め膳 3,000 円
・祝い鯛 6,000 円
・にぎり寿司 1,600 円 ~ 他
配達可能　TEL 注文
11:00~15:00 
17:00~20:00
火曜定休日
藤沢市藤沢 1-3-6

0466-21-8152
・丼物各種 650 円
・焼き餃子 380 円
・油そば 880 円 他
配達 NG　店頭注文または TEL 注文
11:00~ お電話にてご確認
ください　無休
藤沢市南藤沢 23-10
六光会館ビル１階

・カレー 500 円
・カレー & ナンＳ 550 円
・カレー & ナンＬ 660 円
配達 NG
店頭注文
毎日営業
11:00~
藤沢市南藤沢 21-9-1F

0466-23-4400
・海鮮ちらし弁当 810 円
・海鮮ブリ丼弁当 624 円
・お刺身弁当 918 円
配達 NG
TEL 注文
11:00~19:00
月曜定休
藤沢市鵠沼石上 1-4-6 3F

0466-65-0407
・クラシックバーガー 1,000 円
・ベーコンチーズバーガー 1,100 円
ほとんどのメニューが
持ち帰りできます
配達 NG　TEL 注文
11:30~20:00
水曜定休
藤沢市鵠沼橘 1-16-14

0466-51-8242
・かしわの特製肉味噌三色丼 700 円
・鶏の唐揚げと鶏つくね弁当 800 円他
配達 場所により相談可
TEL 注文
11:30~
月曜定休
藤沢市藤沢 3-1-27-2F

0466-27-2302
・日本チーズ 5 種盛り合せ 800 円 ~
・自家製チャンジャーキー & ドライトマト 800 円
・金のマルゲリータ 1,100 円
配達 NG　前日までに Facebook ページ
かメールにて予約
18:00~21:00( 平日 )
15:00~19:00( 土 )
日曜定休
藤沢市南藤沢 9-2  1F

0466-27-1058
・特製懐石幕の内 1,500 円
・新筍と山菜天ぷら 1,100 円
・五目釜飯 (2~3 人前 )1,600 円他
配達　相談可　TEL 事前注文
日曜日定休
11:30~14:30、17:00~22:00

（現在 20:00 まで）
藤沢市鵠沼橘 1-1-6 2 階
https://ameblo.jp/tsukushinbou/

0466-47-3230
・自家製スモークサーモン 500 円
・鳥もも肉の煮込み 1,100 円
・やまゆりポークの真っ黒煮込み 1,300 円他
 配達 NG　店頭注文 または TEL 注文
営業時間はお問い合わせ
ください
日曜定休
藤沢市鵠沼花沢町 13-9

0466-24-4785
・パスタ 800 円 ~
・ピッツア 800 円 ~
・アラカルト 400 円 ~ 他
配達 OK
店頭販売、TEL 注文
11:30~14:30
17:30~22:30
月曜定休

●ポルトヴィーノ ●リベロ
0466-26-7885
・パスタセット 780 円 ( ランチ )
・おつまみセット 1,600 円 ~( ディナー )
・ナポリタン 1,000 円 ( ディナー ) 他
配達 NG　TEL 注文または NET 注文
11:30~15:00
17:00~21:00　月曜定休
藤沢市鵠沼石上 1T 目 
4-13B1F

0466-53-2323
・単品 380 円 ~
・おつまみ 3 品盛り合わせ 1,000 円
・おまかせ 10 品 3,300 円他
店頭販売、TEL 注文、メール注文
11:30~14:00
17:30~23:00
月曜定休
藤沢市南藤沢 9-2



●ほうとうの店へっころ谷

●駅前直売所 八〇八

●六会やよい鮨

● village Cafe

●八十 別家

●ベトナム料理シクロくげぬま

●坊さんキッチン en

●マッケンチーズカフェ

● EMON

●高砂食堂

●ことぶき屋 STAR'S

●田舎鮨 辻堂店

0466-82-1702
・豆乳たんたんほうとう 1,200 円
・グラタン豆乳ほうとう 1,150 円
・オードブル他
配達 店舗から車で 5 分以内なら可
TEL 注文
11:30~14:00（LO）
17:00~20:30（LO）
藤沢市亀井野 3-30-1

0466-47-8448
・サラダ飯 680 円
・日替わり弁当 780 円
配達 NG
9:00~17:00
定休日なし
藤沢市善行 7-6-1

0466-81-7834
上寿司　　　　2,100 円
特上寿司　　　2,600 円
特製にぎり　　3,200 円
配達可能 ( 配達エリアはお問い合わせ
下さい )　TEL 注文
11:00~14:00
17:00~22:00
毎週水曜日、第 4 火曜日
藤沢市亀井野 1032-7

0466-47-8551
・沖縄の麺焼きそば 850 円
・ふーちゃんぷる 750 円
・タコライス 750 円
配達 NG　店頭または TEL 注文
11:00~14:30
17:30~20:00
火曜定休
藤沢市本藤沢 2-14-5

0466-44-9881
・ ローストビーフ 800 円
・黒ビーフカレー 750 円
・タコライス 700 円
配達 NG
TEL 注文
定休日なし
藤沢市湘南台 2-17-15

0466-33-5378
・生春巻き 2 本 ~620 円 ~
・揚げ春巻き 4 本 720 円 ~
・鶏肉のフォー 850 円他
配達 お問合せください。
店頭注文または TEL 注文
11:00~15:00
17:30~23:00
月曜定休
藤沢市本鵠沼 3-12-30-2F

090-1160-0160
・本日の前菜盛り合わせ 1,000 円
・特製ビーフカレー 700 円
・他、日替わりで 300 円からご用意
緊急事態期間は不定休
基本 12:00~20:30
店頭注文、Tel 注文
藤沢市亀井野 1-8-15

0466-82- 8262
・アメリカンクラッシックバーガー 880 円
・チーズバーガー 980 円
・てりやきバーガー 980 円他
配達 NG
TEL 注文または店頭注文
11:00~20:00
日曜定休
藤沢市善行 1-5-6

0466-41-2025
・メニューは日替わり
配達応相談
TEL 注文
14:00~20:00
月曜定休
藤沢市湘南台 2-17-6

0466-81-3069
・丼もの 550 円 ~
・炒めもの 530 円 ~ 他
配達 NG
店頭注文または TEL 注文
11:00~15:00
17:00~21:30
藤沢市亀井野 2-48-6

0466-51-4318
・炙り角煮 780 円
・ネギチャーシュー 620 円
・フライドポテト 500 円他
配達 NG
店頭注文、TEL 注文
12:00~19:00
月曜定休
藤沢市 湘南台 2-12-1

0466-36-2262
・大名鮨 3,000 円
・並鮨 1,200 円
・梅チラシ 1,300 円他
配達お問い合せください　TEL 注文
11:30~14:00
17:00~21:00
水曜定休
藤沢市辻堂新町 1-19-16



●ひゃくいちや

● Diego By The River

●レストランリッシュ

● cafe living room

●熟成肉 KAZE

●いぶき農園レストラン

●串あげと煮込みの店 ほたる

● cafe Grand Line

● tsujido 辻庵

● cafe & bar FIKA

●タンドール ガードカフェ 辻堂店

●長後こども食堂

0466-33-1013
・国産豚カルビ焼肉重 890 円
・近江牛ハンバーグ弁当 1,666 円
・メンチカツ 1 枚 269 円
配達ご相談ください
TEL 注文
11:00-18:00
不定休
藤沢市辻堂元町 3-15-25

0466-63-7711
・タコライス 1,000 円
・ブリトー 900 円
・メキシカンチキンプレート 900 円他
配達　近隣住所はご相談ください
TEL また店頭注文
営業時間　変動あり
お問い合わせください
火曜定休
藤沢市片瀬海岸 1-13-8

0466-54-8429
・ミートドリア 1,000 円
・ビーフカレー 1,000 円
・和牛ローストビーフ 100g につき 1,800 円
他多数
配達 ピーク時間以外で
店舗から3km以内
TEL 注文
11:00~18:00　月曜定休
藤沢市辻堂 4-6-13

0466-47-7314
・ソフトタコス 630 円 ~
・バーガー各種 1,100 円 ~
・ポキ丼 S サイズ 750 円他
配達 NG
店頭注文または TEL 注文
12:00~18:00
不定休
藤沢市片瀬海岸 1- 8-38

0466-62-1129
・熟成肉カレー BOX 1,000 円
・ランプ熟成肉ステーキ BOX
REGULAR 1,200 円　LARGE 1,800 円
・熟成肉ステーキ各種お問い合わせください
時間外でもご相談ください
TEL 注文
17:00~23:00
月曜定休
藤沢市辻堂 2-9-35 3F

0466-86-7602
・いぶき弁当 980 円
・チリマヨ唐揚げ弁当 980 円
・ミニボックス 弁当 380 円他
配達 NG
TEL 注文
11:00~15:00
不定休
藤沢市遠藤 3889-1

050-3464-7978
・串 10 本盛 1,200 円
・ タコメシ 700 円
・唐揚げ各種 550 円他
配達お問い合せください
TEL 注文
11:30-20:00（19:30LO）　　　　　　　
無休
藤沢辻堂新町 1 丁目 4-1

0466-76-5232
・サバサンド 450 円
・日替り弁当 550 円他
配達 NG
TEL 注文
11:00~16:00
木曜定休
藤沢市片瀬海岸 1-9-8

0467-84-6884
・日替り弁当 600 円
・ カットステーキ丼 1,000 円他
配達 NG　TEL 注文
11:00~14:00 
17:00~20:00
定休日なし
水曜日は昼のみ営業
茅ヶ崎市浜竹 3-3-3 2F

080-3006-4212
・本日のランチお弁当 600 円 ~
配達 NG
TEL 注文
営業時間、定休日お問い合せください
藤沢市渡内 4-2-12

050-3490-0310
・カレー 500 円
・カレー & ナンＳ 550 円
・カレー & ナンＬ 660 円
配達 NG　店頭注文または TEL 注文
11:00~20:00
毎日営業
藤沢市辻堂東海岸
1-10 -18

080-3428-8792
・日替り弁当 大人 200 円以上の募金
配達 夕方以降相談
TEL 注文
11:00~15:00
第一日曜日のみ営業
こども（高校生まで）無料
藤沢市高倉 650-4


