
一日3食なんて
作れない！

あ！そうだ！

あのお店のお弁当

もってかえろ♡

東京 いなぎ

OBENTO
#稲城お弁当プロジェクト
https://inagiobento.glideapp.io/

企画・運営：Code for INAGI
 
協力：情報をご提供いただいた店舗
　　　＆市民の皆様・店舗有志
協賛：稲城市商工会 
Special Thanks ：
こだいらあたりで CivicTech、Code for Fuchu

http://www.c4inagi.org/

１.QRコードで読み込んで
　 お店を調べて注文しよう

2.「いなデリ対応」
     ページをクリック！

本事業は稲城市のご協力(補助金)により新型コロナウイルスの感染拡大の
影響を受け苦境にある市内の飲食店と、緊急事態宣言により外出を自粛して
いる消費者や企業を繋げる配達事業を実施することで、市民生活の利便性
向上・感染リスクの回避及び経済活動の安定的な基盤体制を培い、
緊急時でも持続可能なまち「稲城」を目指していくことを目的とします。

実施期間：～ 6月 16 日 ( 期間の変更あり )
対象：稲城市在住・在勤のかた
時間：昼食限定（※前日 18 時までに申込みください）
（申込状況により遅れる場合がございますのでご了承願います。）
※１個 500 円（税込）以上のご注文から承ります。(現金のみの対応 )
※本事業は小規模事業者支援の為、チェーン店等・市外の店舗は除いています。

1ヶ月限定！
配達はじめます！

頑張れ！稲城の飲食店応援事業

商工会ルートで配達希望の方 1カ月限定　ランチ時間のみ

SNS
で発信中

※アプリダウンロードの必要なく
     無料で閲覧・利用できます

# 稲城お弁当プロジェクト
東京都稲城市のデリバリー・テイクアウト対応の飲食店を
お店や市民の情報からまとめて発信するプロジェクトです

本事業の問合せ : 稲城市商工会　〒206-0802　稲城市東長沼 2112-1 ℡：042-377-1696  ※商工会：土日休業
配達協力事業所 : ワイエムローディング株式会社　稲城市東長沼 2018  　℡：042-379-8120　※ご注文は上記の店舗に直接ご連絡ください。

( 令和 2 年 5 月 28 日時点の一覧です。以降は稲城市商工会 HP をご参照ください )

 店名   住所  TEL
洋食
カフェ・ロスアード
グリーン・ワールド・カフェ
カレー
カレーショップわくわく
ナマステインドレストラン稲城
お弁当・おにぎり
ほかべえ
天地の恵みおにぎり弥平四郎

百村 525
矢野口 2208-2 階 2 号

大丸 60-11
大丸 196

矢野口 712-1
平尾 2-2-20

042-379-9674
042-379-8042

042-378-4649
042-401-6878

042-370-8740
090-7808-0100

 店名   住所  TEL
和食
新鮮工房  味市  稲城店
洋食
いなぎ satoyama キッチン
カレー
ジジのしっぽ
イタリアン (パスタ等 )
カリーナバンビーノ

平尾 2-2-19-B1F

平尾 3-1-1 平尾住宅 36-104

平尾 2-7-1

平尾 2-19-1 第 1SIC ビル 2 階

042-331-6789

042-331-3318

042-331-9011

042-331-0806

 店名   住所  TEL

※配達事情により、ご指定通りにお届けできない場合もございます

配達 (デリバリー)登録事業所一覧
※店舗の定休日・営業時間・メニューは異なりますので各店舗へお電話にてご確認ください
※商工会ルートの配達可能店舗は、アプリの「いなデリ対応」ページをご覧ください
※配達の個数により、恐れ入りますが制限させていただくことがございます

：商工会ルート ：各店舗自社便

：平尾ルート 配達協力事業所  ㈱ゆたか

500 円以上 ( 税込 ) のお弁当 1 個につき、
100 円の配達費用が別途かかります。( 現金のみ )

和食
極鶏 ( ゴクチ―)  フレスポ若葉台店
洋食
地下ダイニング & カフェつどい
カレー・丼もの
NiNiGi cafe（ニニギカフェ）
おそば・うどん・丼もの
あかりや弧仙
中華・ラーメン
小川軒 平尾店
中国料理
本格中国料理　天安
パン
Polaris  よみうりランド店
　　( デリバリーセットあり )

若葉台 2-1-1

矢野口 2261-11-B1F

矢野口 304-5-2F

矢野口 310-10

平尾 2-7-1

矢野口 3302-8

矢野口 3302-8

042-331-1591

042-379-2414

042-379-8224

042-379-9225

042-331-2550

044-955-7879

044-966-4025

※配達費用は別途
　ご確認ください

New！



デリバリーの注文方法

 店名   住所  TEL
テイクアウト対応事業所一覧

和食
和み屋
鈴の屋
居魚屋　梅月
須藤精肉店
洋食
イナキッチン (5 月中はテイクアウトのみ )

imacoco coffee
創肴・燻製厨房 ANCHOR（アンカー）
カレー
シシュマハル ( 本格インド料理 )
イタリアン・おそば
ORTOLANA（オルトラーナ）
ダイニングキッチン　エルツ
中華・ラーメンなど
中華料理　陳
大勝軒 五一
おそば・うどん・丼もの
更科京屋
手打ち蕎麦はしば

東長沼 3114-3
大丸 86
百村 1604-5
矢野口 1722

百村 1608-3
東長沼 1736-1
矢野口 266-6

矢野口 2208 2 階

大丸 965
百村 15 番地

東長沼 1031
大丸 515-3

大丸 125-27
矢野口 2287

042-401-5442
042-379-1005
042-379-4755
042-377-7626

042-379-2250
080-5674-7374
080-9986-2162

042-378-0680

042-407-5659
042-378-7590

042-378-3202
ー

042-378-2256
042-378-2868

 店名   住所  TEL
お好み焼き
APPLE JAM Ⅱ
ドリンク
ウリカフェ
ステーションホテルちゃぼ  喫茶 CHABOU

チェーン店
ガスト  稲城駅前店
はなの舞  京王リトナード稲城店
コメダ珈琲店  稲城向陽台店
ほっともっと ( 工事中　7 月より再開予定）

カレーハウス CoCo 壱番屋 稲城向陽台店

スシロー  稲城百村店
道とん堀  稲城店
ココス  稲城店
和食よへい  稲城長沼店
江川亭  南多摩店
魚民  稲城長沼駅前店
西海製麺所  稲城若葉台店
ピッツェリア馬車道  稲城若葉台店

平尾 2-16-4 1F

矢野口 2192-2- 5 号室
矢野口 266-6

百村 1601-2
東長沼 3107-4-3 階
向陽台 6-10
向陽台 2-10
向陽台 1-2-3
百村 68-1
百村 1605-5
東長沼 2106-1
大丸 651-1
大丸 996
東長沼 532 ジョイビル 2F
若葉台 2 丁目 1-1
若葉台 4-1

042-331-1653

070-4104-5371
042-379-6677

042-370-7105
042-370-2721
042-316-7700
042-370-4455
042-401-5705
042-370-5061
042-370-0080
042-370-7266
042-377-8781
042-401-7733
042-378-6588
042-350-2955
042-350-7500

※配達 ( デリバリー ) 店舗は裏面をご覧ください
※令和 2 年 5 月 28 日時点の一覧です

 店名   住所  TEL

はい いいえアプリは見られますか？
(スマホですか？)

アプリから
デリバリー
可能一覧を見る

お店の情報を
調べる
(メニュー、休日、電話番号など)

宅配業者さんがご自宅へ
お弁当を配達

お弁当受取時に宅配業者さんへ
合計金額をお支払い

おうちでゆっくり
いただきます！

明日のお昼、デリバリーにしよう♪

裏面の掲載店舗がデリバリー可能店舗です
(5 月 28 日現在 )

次の日のお昼

1 . 2. 3.

このチラシ (この裏面 ) にて
お好みのお店を探す

電話して明日の
お昼の注文をする
(18:00 まで )


