Takeout & Delivery

港区テイクアウト＆デリバリー対応店リスト

港区商店街連合会に加盟しているお店で、テイクアウトやデリバリーを行なっているお店をご紹介！

鳥彦（鶏肉、焼き鳥、お惣菜のお店）

ローズロール（スイーツカフェ）

（内容）焼鳥 1 本 100 円／唐あげ 100g 165 円〜
（時間）11:30 〜 16:00 ／ 18:00 〜 20:00

（内容）ロールケーキ／ハンバーガー（ランチタイム 12 時から 15 時）等
（時間）11:00〜19:00

●港区白金 1-15-4 ●TEL.03-3442-5480

●港区白金 1-25-16 ●TEL.03-6456-4369

タランテッラ・ダ・ルイジ（イタリアンレストラン）

日乃家（和食）

（内容）水牛モッツァレラのマルゲリータ 2,500 円（税別）
（時間）12:00 〜 14:00 ／ 18:00 〜 20:00

（内容）日替わり弁当／お肉メイン弁当：650 円／お魚メイン弁当：650 円 等
（時間）昼 11:00〜なくなり次第

●港区白金 3-22-2-1F ●TEL.03-6408-5552
掲載お申し込みは
お申し込みフォームから（掲載無料）

5月25日（月）に緊急事態宣言が解除されたとはいえ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により不要不急の外出自粛ムードは継続中で、飲食店をはじめとし
た区内店舗の来店者はまだまだ少ない状況にあります。そんな厳しい状況下にある店舗を応援するため、港区商店街連合会は「港区テイクアウト&デリバリー対応
店リスト」をホームページ上で公開。さまざまな店舗のお得なテイクアウトメニューやデリバリー情報を各ブロックごとに掲載しています。この機会にいろいろな店舗
の味を体験してみてはいかがでしょう。お店の味を楽しんでいただくことが、お店の応援につながります。ぜひ区商連加盟店舗の応援をお願いいたします。
町田や（日本そば・酒処）

焼肉ジャンボ白金（和牛専門店）

（内容）かつ丼／天丼／親子丼等の丼もの／もりそば／ざるそば等
（時間）月〜金 11:00〜14:00 ／ 17:00〜19:00（時短営業中）土 11:00〜14:00
●港区芝 5-14-17 ●TEL.03-3452-0406

●港区白金 3-1-1 第一麻布ビル 1 階 ●TEL.080-9541-6180

チャイナエクスプレス杏花園（中華料理）

花すし（寿司のお店）

（内容）お弁当 5 種類すべて 750 円（税込）→うち 4 種類は週替わり
（時間）平日ランチタイムのみ営業中／ 11:00〜14:30（時短営業中）
●港区芝 5-1-12 KOWA ビル 1F ●TEL.03-3454-7200

（内容）日替わり丼 1 人前 800 円
（時間）11:30 〜 14:00
●港区白金 3-1-2 ●TEL.03-3444-1717

三田中国飯店（中国料理）

鳥亭（地鶏と無農薬有機野菜のお店）

（内容）ダック弁当 2,500 円／エビチリ弁当 1,500 円／和牛弁当 2,500 円等
（時間）11:30〜20:00
●港区芝 5-13-18 いちご三田ビル ●TEL.03-3798-1381

五代目 おかめ鮨（鮨）

（内容）スペシャル黒毛和牛焼肉セット：2 人前 12,000 円（税込）
（時間）11:30 〜 21:00（ご注文受付時間 11:00 〜 21:00）

（内容）塩鳥唐揚げ弁当（えのきサラダ付）
（時間）月〜金 11:30 〜 14:00 ／ 17:30 〜 10:45 ／土 17:30 〜 10:45
●港区白金 3-1-2 GN ビル 1F ●TEL.03-3440-2321

デリバリー

（内容）すし：＠2,200 円／特上寿司＠3,080 円／飛び切りにぎり＠5,730 円等
（時間）月曜日〜金曜日 ひる 11:00 〜受付開始です
●港区芝 4-9-4 芝濱ビル 1F ●TEL.03-3451-6430

Tsukuda STEAKHOUSE（ステーキ）
（内容）本格和牛ステーキ弁当（松）4,000 円（税別）等
（時間）ご予約は受け渡し日の 1日前まで／テイクアウト受け渡しは 12:00〜20:00 ／相談にて 20:00（飲酒は 19:00 まで）
●港区三田 3-1-1 エトワール三田 2F ●TEL.03-6459-4213

焼肉くろひげ（焼肉）
（内容）カルビ弁当 2,180 円／ロース弁当 2,180 円／たん塩弁当 2,300 円等
（時間）受付時間 13:00〜（18:00 以降に店頭でお渡し）
●港区白金 6-5-7 ●TEL.03-6456-2727

蓮香（れんしゃん）（中華料理）
（内容）パクチーサラダ 1,200 円／武州鴨スモークとクレソンのサラダ 1,300 円等
（時間）17:00〜19:30 ／ 20:00 までのお引き渡し
●港区白金 4-1-7 ●TEL.03-5422-7373

ESPRIME ／エスプリメ（イタリア料理）
（内容）切りたて生ハム（100g）1,000 円／リエット（100g）500 円 等
（時間）ランチ 12:00〜13:00LO（15:00CLOSE）ディナー 17:00〜19:00LO（20:00CLOSE）
●港区白金 5-12-17 三福電機ビル 2F ●TEL.03-5422-6820

Burger Mania（ハンバーガー専門店）
（内容）ハンバーガー各種／スープ・サラダ類／サンドウィッチ各種
（時間）テイクアウト 22:00（LO）
●港区白金 6-5-7 ●TEL.03-3442-2200

patisserie piece（洋菓子）
（内容）全ての商品
（時間）11:00〜20:00
●港区白金 5-12-17 三福ビル 1F ●TEL.03-6338-9232

私厨房 勇（中華料理）
（内容）餃子／エビチリ／麻婆豆腐／香港焼きそば
（時間）12:00〜19:00（店舗は 4/13〜4/30 の間は休業）

ROZZO SICILIA（イタリアン レストラン）
（内容）リコッタサラータと茄子のスパゲティトマトソース 1,400 円
（時間）12:00 〜 14:00 まで／ 17:00 〜 20:00 まで
●港区白金 1-1-12 内野マンション 1F ●TEL.03-5447-1955

白金こむすび庵さんかく（おむすび・惣菜販売、軽食）
（内容）おむすび 110 円〜・手作り惣菜・お弁当 500 円〜
（時間）8:30 〜 14:30 ／ 16:00 〜 19:00
●港区白金 1-6-14 白金 N ビル 101 ●TEL.03-5791-7370

メゾン・ダーニ（洋菓子店）
（内容）ガトーバスク 500 円（税込）
（時間）10:00 〜 18:00（土日祝 9:00 〜 17:00）
●港区白金 1-11-15 1F ●TEL.03-5449-6420

Energy CAFE（コーヒー・定食・お弁当）
（内容）豚カツ弁当各種・白金カツサンド・白金タマゴカツサンド 880 円〜
（時間）11:30 〜 20:00
●港区白金 1-7-3 ●TEL.03-3447-0550

魚鈴（鮮魚のお店）
（内容）煮付 680 円〜・フライ 150 円〜等
（時間）11:30 〜無くなり次第終了
●港区白金 1-8-11 ●TEL.03-3442-6618

ベッカライブラウベルグ（ベーカリー）
（内容）パストラミビーフのカスクルートサンドなど 460 円〜（税抜き）
（時間）月〜金 9:30 〜 18:00 ／土 9:30 〜 17:30
●港区白金 3-9-6 ●TEL.03-6277-0003

白金よこ山（寿司割烹）
（内容）天丼 上 1,300 円／並 1,000 円
（時間）11:30 〜 19:00
●港区白金 3-9-6 清園ビル 1F ●TEL.03-5422-6074

白金荘製麺所（製麺所）
（内容）自家製生麺各 200 円
（時間）10:00 〜 16:00

●港区三田 5-20-5 ●TEL.03-3441-5394

ひとやすみ かわばた（和食）

ミモザ SICIL 白金ローストチキン（地中海料理）

（内容）お惣菜盛り合わせ 2,500 円（税別）
（時間）16:00 〜 20:00

（内容）セットランチ box 650 円／トリコロールランチ box 700 円 等
（時間）11:00 〜売り切れ次第終了

●港区白金 1-25-32 ●TEL.03-3446-2588

●港区白金 1-1-4 ●TEL.090-8450-3511

一品飯店（中国料理のお店）

お好み焼き その（お好み焼き）

（内容）ワンコインお惣菜（日替り）500 円電話予約可
（時間）17:00 〜 20:00

（内容）焼きそば 500 円／長崎雲仙ハム焼き 650 円／オムライス 600 円 等
（時間）12:30〜14:00 ／ 17:00〜20:00

●港区白金 1-25-31 ●TEL.03-3280-1233

●港区麻布十番 2-10-7 第 2 音居ビル ●TEL.03-3454-5254

ファーストフルーツジャパン（コーヒーショップ）

The Tipplers Arms（イギリス料理）

（内容）コーンフリッター 1,250 円
（時間）10:00 〜 16:00

（内容）スペアリブ弁当 1,200 円／竜田チキン弁当 900 円／日替わりカレー弁当 1,000 円
（時間）12:00〜18:30

●港区白金 1-25-29 ●TEL.03-3277-3370

●港区麻布十番 1-8-12 ウェステル麻布十番 1 階 ●TEL.03-3505-8278

このむ白金（居酒屋）

魚可津（和食）

（内容）このむカレーうどん 970 円
（時間）12:00 〜 19:00

（内容）お刺身の盛り合わせ １人前 2,000 円（税別）焼魚 各種 600 円から 等
（時間）11:30〜19:00

●港区白金 2-1-5 ●TEL.03-6408-0744

●港区麻布十番 1-6-5 ●TEL.03-3401-7959

NORI 白金（イタリアン）

麻布秀（和食）

（内容）マルゲリータ（バシル / モッツァレラ / トマトソース）1,590 円 等
（時間）11:30〜14:00 ／ 16:00〜21:30

（内容）漢方和牛のステーキ丼（味噌汁付き）3,000 円（税別）等
（時間）16:00〜（前日までの予約制／受け取りは当日 16:00 以降）

●港区白金 2-3-23 高輪デュープレックス１階 ●TEL.03-5447-1665

●港区麻布十番 2-12-8 武田ビル 1 階 ●TEL.03-5444-6585

みずしま（お好み焼き）

ピッコログランデ（イタリアン）

（内容）持ち帰り弁当：500 円／日替わりメニューでお出ししています
（時間）10:30〜13:30

（内容）スペチャーレボックス 3,000 円（要予約）／ピッコロボックス 1,500 円（平日）等
（時間）11:30〜20:30

●港区高輪 3-10-36 ●TEL.03-3440-2241

●港区麻布十番 3-7-2 ●TEL.03-3457-0665

GAZTA ／ガスタ（バスクチーズケーキ専門店）

HUDSON MARKET BAKERS（アメリカンスイーツ コーヒー）

（内容）バスクチーズケーキ（8 ㎝）760 円（税込）等
（時間）10:00 〜 18:00（土日祝 9:00 〜 17:00）

（内容）アメリカンスイーツ各種／クッキー、15 種類以上／ブラウニー、ブロンディー等
（時間）11:30 〜 18:00

●港区白金 1-14-10-1F ●TEL.03-3440-7495

●港区麻布十番 1-8-6 ●TEL.03-5545-5458

秀吉（酒肴菜）

中国料理 桂亭（中華料理）

（内容）「本日のお持ち帰り」は 14:00 くらいに店前看板または Facebook・ホームページにてお知らせします
（時間）月〜金 17:00 〜 20:00（売り切り次第終了）お渡しは 17:00 以降
●港区白金 1-17-2 白金アエルシティテラス棟 1F ●TEL.03-3443-8388

●港区麻布十番 2-3-9 桂亭ビル ●TEL.03-3455-0455

ロウホウトイ（中国料理）

麺 cuisine 麻布邸（和食／うどん）

（内容）日替わり弁当：500 円
（時間）弁当販売：月〜金／土・日曜休み ※店内の営業はしばらくお休み／時間：11:00〜13:00 ／ 16:00〜19:00
●港区白金 5-14-8 ●TEL.03-5420-3288

鳥居亭（焼き鳥・鶏料理）

福島屋（おでん・さつま揚げ）

●港区 1-25-15 平野ビル 1F ●TEL.03-3444-2209

（内容）5/27( 水 ) より「おでん屋の のり弁 （税込み 800 円）」発売
（時間）2020 年 5 月現在、12:00 開店 20:00 閉店で営業しております
●港区麻布十番 2-1-1 ●TEL.03-3451-6464

Trattoria la Eterna（イタリアン）

三六 麻布十番店（もつ焼き、煮込み、もつ鍋）

（内容）ランチセット（パスタ、サラダ）1,100 円 ( 税込 ) 等
（時間）11:30 頃〜14:00 頃

（内容）どて煮込み丼 800 円（税込）／ローストビーフ丼 1,000 円（税込）等
（時間）【月〜金】昼 11:30 〜 14:00（L.O 13:30）夜 17:00〜22:00（L.O 21:00)

●港区高輪 3-9-16 LYNX 高輪 ●TEL.03-3440-0707

●港区麻布十番 2-9-5 リリカビル麻布十番 1.2Ｆ ●TEL.03-6459-4536

リストランテセンソ（イタリアン）

PaZZLE DINING-BAR（フレンチ・ビストロ）

（内容）パスタセット（前菜、パスタ、パン）2,600 円 等
（時間）12:00〜20:00

デリバリー

（内容）幕の内 PaZZLE 弁当…1,500 円／ PaZZLE のロービー丼…1,200 円 等
（時間）12:00〜21:00

●港区白金台 5-17-10 ShiroganedaiTHE2000B1F ●TEL.03-5449-6777

TA QUE A LA BOUNET（和食・フランス料理）

（内容）かけうどん 温・冷 650 円／ワカメうどん 温・冷 700 円 等
（時間）11:30 〜 22:00（月曜定休日）
●港区麻布十番 1-9-9 柴崎ビル 1 階 ●TEL.03-3455-0455

（内容）親子丼／月見ネギトロ丼／チキンライス／焼き鳥／油淋鶏（ユーリンチー）等
（時間）11:30〜14:00 ／ 17:00 〜 19:00（なくなり次第終了）

（内容）あんバターサンド 540 円／チャイ 300 円／ナチュラル麦茶 500 円 等
（時間）6:00〜14:00

（内容）一部の商品を除き、テイクアウトできます
（時間）ランチ 11:30〜14:30 ／ディナー 17:30〜20:00

●港区麻布十番 2-1-1 あべちゃんビル 6 階 ●TEL.03-6809-6278

古酒と沖縄料理 島唄楽園美海店（沖縄料理）

デリバリー

（内容）巨匠のゴーヤ丼 700 円／タコライス 700 円／トーフチャンプルー丼 700 円 等
（時間）平日 11:00 から 24:00 週末 17:00 から 24:00

●港区白金 6-5-5 モリハウス 1 階 ●TEL.03-5422-9773

●港区白金 3-9-7 ●TEL.03-6455-6887

●港区白金 5-10-10 白金 510 1 階 ●TEL.03-6456-4319

●港区南青山 1-15-18 リーラ乃木坂 1 階 ●TEL.03-5771-1303

anea cafe（カフェ）

鈴木屋（もつ焼専門店）

Y.A.Bar（ワイエーバル）（イタリアン）

にっぽんの洋食 赤坂 津つ井（洋食）

（内容）タイ風焼きそばパッタイ 1,000 円／ガパオライス 1,000 円 等
（時間）平日 11:00〜23:00 ／土日祝 8:30〜23:00 ／水曜 11:00〜18:00
●港区白金 5-13-6 ●TEL.03-6450-3502

OSTERIA RUSTICA DOMUS イタリアン）
（内容）カプレーゼ 600 円／骨付鶏もも肉のコンフィ (1 本 ) 1,200 円 等
（時間）17:00 〜 21:00
●港区白金台 4-8-14 プラティーヌ D-1 ●TEL.03-6450-2575

そば処 蔵乃家（和食）
（内容）天丼・かつ丼・親子丼などご飯物／そば・うどん・中華麺など麺類 等
（時間）平日 11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 19:30 ／土曜日 11:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 19:00
●港区高輪 3-10-3 アクア高輪 1 階 ●TEL.03-3441-4369

（内容）串焼（つくね 1 本・串 6 本）1000 円・みそ煮込み 1 カップ 500 円
（時間）16:00 〜なくなり次第終了
●港区白金 3-9-8 鈴木ビル ●TEL.03-3441-9898

Restaurant Minet（フレンチレストラン）
（内容）パテ・ド・カンパ - ニュ1,400 円
（時間）12:00 〜 13:30 ／ 18:00 〜 20:00
●港区白金 3-9-8 B1 ●TEL.03-6432-5188

ひき肉少年（ひき肉ライスのお店）
（内容）ひき肉ライス＋トッピング「少年の夢」1,150 円（税込）
（時間）11:30 〜 16:00 ／ 18:00 〜 20:00
●港区白金 1-11-15-1F ●TEL.03-5420-1929

（内容）ペペロンチーノ／アラビアータ／ボロネーゼ／本日のオススメ等
（時間）10:30 〜 17:00
●港区高輪 1-2-17 高輪梶ビル 1 階 ●TEL.03-3446-0123

白金高輪和食哲茶ん（和食）
（内容）ある日の一例：天然お造り盛り合わせ：天然相並（青森）等
（時間）17:00〜19:00
●港区三田 5-21-7-2F ●TEL.03-6450-4257

ポテト（家庭料理）
（内容）日替わり弁当 800 円（税込）生姜焼き、唐揚げ、ロコモコ 等
（時間）11:30〜13:30
●港区白金 3-1-7 ●TEL.03-3446-1060

デリバリー

（内容）コーンスープ／ハンバーグステーキ／チキンから揚げ／赤坂名物ビフテキ丼 等
（時間）平日 11:30 〜 14:30 ／ 17:30 〜 21:30 土日祝 12:00 〜 15:00 ／ 17:00 〜 21:30
●港区赤坂 2-1-11 ●TEL.03-3584-1851

赤坂あんど（和食）

デリバリー

（内容）2 段重 2,500 円、3,000 円 3 段重 5,000 円の 3 種類の週替わりの特製お弁当
（時間）11:30〜19:00
●港区赤坂 3-11-1 難波ビル 1F ●TEL.03-3584-6068

メヒコリンド（メキシコ料理）
（内容）サルサ・タコス・ブリトーなど
（時間）平日 11:30 〜 14:00 ／平日 + 土曜日 17:30 〜 21:30
●港区赤坂 2-20-7 第二成光ビル 1 階 ●TEL.03-3583-2095

★掲載情報には変更が生じる場合がございます。各店舗にご確認ください。

