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GreenWizardCafe 葛飾区⻲有 3-12-5グリーンパーク101
地元に根づいたアットホームなカフェ。ラ
ンチはボリューム満天。ディナーは広川農
園野菜がおすすめです。

https://www.instagram.com/greenwizardcafe/

漁港ダイニング うろこ屋 葛飾区⻲有 3-29-1
⻲有駅前、リリオ弐番館の飲⾷店街でお⿂
を中心とした居酒屋です。

https://akr4319489544.owst.jp

コンパドレス 葛飾区⻲有 5-33-14

串揚げ味彩 葛飾区⻲有 3-10-18
新型コロナウイルス感染拡大防止中の為、
営業時間短縮とソーシャルディスタンスを
行います。

お好み焼き へそまがり 葛飾区⻲有 3-18-6
開業昭和32年 素材と味にこだわり続けて
います。是非一度、⾷べてみませんか。

とんこつラーメン千軒 葛飾区⻲有 ３−３０−１
豚⾻と鶏ガラを⻑時間や⾼圧⾼熱で煮込
み、コラーゲンたっぷりのとんこつラーメ
ンです

和歌山ラーメンまる岡 葛飾区⻲有 5-20-13 和歌山ラーメンまる岡は推進登録店です
うまいもん串酒場ありがたや 葛飾区⻲有 5-34-10 ドエル⻲有1F
お好み焼 さくらんぼ 葛飾区⻄⻲有2丁⽬ 11-19
イタリア料理とジャズの店 ジャズ38 葛飾区⻲有 3-30-2コーポ大郷1F 13:00〜20:00営業、⽉曜⽇定休⽇
炭火串焼 うゑ草 葛飾区⻲有 3-11-5

⾷べ飲み処 空 葛飾区⻲有 5-26-3
メニューが豊富で、落ち着いてくつろげる
お店です。

居酒屋 和ちゃん 葛飾区⻲有 4-25-7 家庭料理が⾷べれて安心できるお店です。
おこぼれ 葛飾区⻲有 4-37-7

栄光軒 葛飾区⻲有 5-47-4

昔ながらのアットホームな中華料理店で
す。ボリューム満点、お腹も心も満たされ
る美味しい料理を是非⾷べに来てくださ
い。

家庭料理 味彩弐 葛飾区⻲有 4-7-13
衛生管理に気をつけながら営業していま
す。

タイ料理 アロイディー 葛飾区⻲有 5-53-2

タイ料理には香辛料やハーブが使われてい
ますが、タイショウガ、唐辛子などには、
殺菌効果、免疫力が上がる効果がありま
す。

住所

https://www.instagram.com/greenwizardcafe/
https://akr4319489544.owst.jp
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カラオケの店 グリーン 葛飾区⻲有 5-51-4 和幸ハイツ101号
感染防止を徹底しお客様にカラオケを楽し
んで頂けるようにしています。

鳥よし 葛飾区⻲有 2-5-15
⻲有で45年 懐かしいが、あたらしい！そ
んなお店です。懐かしいは居心地がい
い！！

https://toriyosi0919.jimdofree.com/

遊⾷倶楽部 屯 葛飾区⻲有 3-30-14 エターナルノット101
鉄板焼 伊鉄家 葛飾区⻲有 3-27-3 ル・ファール203

しゃもなべ⽇本料理須田 葛飾区⻲有 3-20-14

お客様に安心してお⾷事をお楽しみいただ
けるよう、感染防止の対策に取り組んでお
ります。個室のお席もございますので、ぜ
ひご利用ください。

http://www.kamearisuda.jp/

活⿂ ふぐ 九十九 葛飾区⻲有 3-16-15
刺身がおいしい和⾷のお店です。個室も用
意できます。ＴＥＬください！！

https://www.kameari-tsukumo.com

宝や 葛飾区⻲有 3-29-1 リリオ貮番館Ｂ01
感染防止の安全体制を整えて安心出来る環
境にて営業しています。

幸の鶏 葛飾区⻲有 3-32-7 地鶏がおいしいお店です

花ゆず 葛飾区⻲有 3-17-1
家庭料理が味わえる、ゆっくりくつろげる
居酒屋です。

C.V.S. Ⅱコオラバライテイーストアー 葛飾区⻲有 3-10-5 コープ103号
フィリピン⾷材の販売及び⾷事、お酒提供
のお店です。

スナックロマンス 葛飾区⻲有 5-44-5 安心して楽しく飲める店
歌謡スタジオ つかさ 葛飾区⻲有 3-3-10 ２Ｆ
カラオケの店 さくら 葛飾区⻲有 3-3-10 １Ｆ
鼎豊源 葛飾区⻲有 3-20-13 はやしやビル1F https://dingfengyuan.owst.jp/

Studio ZERO 葛飾区⻲有 3-29-1 リリオ弐番館 地下1階
次亜塩素酸水にオゾン発生機、フロア面積
以上の換気設備を完備し対策万全です

https://studio-zero.tokyo

焼肉＆居酒屋・明洞 葛飾区⻲有 3-20-13 はやしやビル201号
カラオケ やすらぎ 葛飾区⻲有 2-33-6

居酒屋 衣かつぎ 葛飾区⻲有 3-2-10
当店は老夫婦の居酒屋です。家庭的な料
理・飲み物をどうぞ召し上がれ

LUCKY NAYON PILIPINO 葛飾区⻲有 3-3-13

最強焼鳥 かめかめせんにん 葛飾区⻲有 3-25-1 ＪＲ常磐線⾼架下
博多スタイルの焼鳥。自家製ポン酢をつけ
て⾷べます。

https://toriyosi0919.jimdofree.com/
http://www.kamearisuda.jp/
https://www.kameari-tsukumo.com
https://dingfengyuan.owst.jp/
https://studio-zero.tokyo
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FRIENDLY Ⅱ 葛飾区⻲有 3-3-13
picnic 葛飾区⻲有 3-49-3 アリオ⻲有1階 https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13141688/

炭火焼鳥 てつタロー 葛飾区⻲有 5-28-17
ボリューム満点の美味しい串焼きを是非ご
賞味ください。

オホーツクダイニング銀星 葛飾区⻲有 5-28-2
全面禁煙のお店です。ご家族連れでも安心
してご来店くださいませ

タルタルーガ 葛飾区⻲有 5-27-14 たこやき屋
まる輝 葛飾区⻲有 3-29-1 リリオ弐番館B1

あっぱら 葛飾区⻲有 3-2-13
⻲有の安心してカラオケを楽しんでくださ
い

小料理 志奈乃 葛飾区⻲有 5-54-7
家庭的な暖かみのあるお店です。料理も美
味しいです。

なんちゃってビストロ モントコム 葛飾区⻲有 5-26-6 三宏ビル地下1階
ハンバーガーやピザなどを中心としたアメ
リカンダイナー。初老の夫婦が営むアット
ホームな洋風居酒屋です。

https://montocom.gorp.jp

比内地鶏 海舟 葛飾区⻲有 5-41-4-102号
炉端焼 司 葛飾区⻲有 2-32-9 営業40年、家庭料理でおむかえしています
台湾料理 有香園 葛飾区⻲有 5-35-3 安くておいしいので、ぜひきてください
新羅 葛飾区⻲有 5-19-2-1F 安心な店です

モスバーガー⻲有北⼝店 葛飾区⻲有 3-25-1
営業時間、客席使用状況などを変更する場
合がございます。詳しくはHPをご確認くだ
さい。

https://www.mos.jp/shop/detail/05154/

⻯⾺ 葛飾区⻲有 5-47-4 根本ビル1F
定⾷や単品おかずなど色々と品揃え豊富
で、アットホームなお店です。

居酒屋 おたんこなす 葛飾区⻲有 3-9-7-102
市場で直接仕入れた新鮮な⿂や和洋中・季
節の料理をお楽しみください。

KAIHALE 葛飾区⻲有 3-35-3 エルピス⻲有102

https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13141688/
https://montocom.gorp.jp
https://www.mos.jp/shop/detail/05154/
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NOROC 葛飾区⻲有 5-19-2 2階

ワイン発祥の地とも呼ばれるモルドバ共和
国 ワインと料理はホテルオオクラのパー
ティー料理にも出され、その他ナショナル
（スーパー）麻布店、広尾店、田園調布店
のモルドバコーナーでNOROCの⾷材が販売
⽇本で唯一モルドバ料理のお店NOROC

http://www.noroc2014.com

ＢlueNo Oriental Bistro 葛飾区⻲有 5-15-6
東南アジア料理をベースに豊富なお酒と寛
げる空間、サービスをご提供するビストロ

www.blueno.jp

佐世保 葛飾区⻲有 5-28-8-101 明るく楽しい店、佐世保へようこそ‼

欧風⾷堂ぺパン 葛飾区⻲有 5-41-8 椿苑1F
⻲有の小さな洋⾷店です。感染防止対策を
徹底し、テイクアウト＆店内ご飲⾷にて営
業中です。

www.pepin-kameari.com

居酒屋 天潮 葛飾区⻲有 3-28-1-103 リリオ参番館 手作りピザが有ります

美豚 葛飾区⻲有 5-28-12
⻲有駅から徒歩2分の韓国家庭料理店です。
サムギョプサルやチヂミトッポキは絶品で
す。

しゃぶしゃぶ温野菜 ⻲有店 葛飾区⻲有 3-32-8 ⻲有3丁⽬ビル2F
新型コロナウィルス感染拡大防止対策実施
中。心よりお待ちしております。

季節料理 てら内 葛飾区⻲有 3-3-14

夕咲 葛飾区⻄⻲有3丁⽬ 23-5
新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り
組んでいます。ご来店お待ちしておりま
す。

焼肉 味道園 葛飾区⻲有 2-61-3 ラトール⻲有1F
NEW PUB LISA 葛飾区⻲有 3-7-14
餃子酒場 小木屋 葛飾区⻲有 3-32-6 川田ビル コロナに負けず頑張りましょう！
常磐仙⾷堂 葛飾区⻲有 5-38-10 ⻲有北⼝徒歩3分 ⽇替定⾷ 600円

PRONTO ⻲有店 葛飾区⻲有 3-25-1 ビーンズ⻲有内
コーヒー・紅茶・パスタ・ケーキ・アル
コールをご用意し、一⽇中いつでもご利用
頂ける空間を提供しています。

https://www.pronto.co.jp/

札幌ラーメンどさん子 ⻲有南⼝店 葛飾区⻲有 3-4-12
地元で40年以上常に進化を求めて味作りし
てます。皆様一度来てみて下さい。

https://katsushika.uwasa-no.com/

インドネパール料理ガンディジー 葛飾区⻲有 3-8-5

http://www.noroc2014.com
https://www.pronto.co.jp/
https://katsushika.uwasa-no.com/
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焼肉酒場 新世界 葛飾区⻲有 5-34-11 https://www.shinsekai.info/
鮨処 無量庵 葛飾区⻲有 3-19-6 https://muryouan-kameari.owst.jp/

嵯峨野 葛飾区⻲有 3-33-1 吉田ビル2階
テイクアウトにお家で焼いて楽しむもん
じゃのセットも始めました。

http://kameari-sagano.gourmet.coocan.jp/index.html

まんまる泉屋 葛飾区⻲有 3-40-5 手作り串焼き・串揚げのお店
⺟さんの味かれんだあ 葛飾区⻲有 5-28-2 ⺟娘でやってま〜す。オ.イ.シ.イ.ですよ♡
13ʼs Bar（サーティンズバー） 葛飾区⻲有 5-34-15 ヤスオカビル５階
居酒屋 渓 葛飾区⻲有 5-12-16 焼鳥、渓ポテト、美味いよ。
中国料理 聚楽 葛飾区⻲有 5-28-12 本格中国料理。200類料理。
やきとん 一粋家 葛飾区⻲有 3-29-1 リリオ弐番館114 一緒に乗り越えて行きましょう。

パブスナックBUBOYⅡ 葛飾区⻲有 3-29-1 リリオ弐番館地下1階B18

そば処 やぶ 葛飾区⻲有 4-25-4

ラッチャダー タイ料理 居酒屋 葛飾区⻲有 5-28-2
本場タイ料理から⽇本風タイ料理などお客
様のニーズに合わせ提供します。

ハイボールBarほどほど 葛飾区⻲有 3-7-17-101
感染防止対策を徹底しお客様に安心してご
飲⾷をして頂きたい

Twister Bar Head Power 葛飾区⻲有 5-41-9
アットホームな雰囲気で手作り料理を楽し
んでください。

⻲有⾨次郎 葛飾区⻲有 5-35-1 1F もんじゃ焼
焼肉レストラン 松の実 葛飾区⻲有 5-34-4
焼とん大国⻲有店 葛飾区⻲有 5-28-18 太陽興業ビル1号棟
カエナ 葛飾区⻲有 5-20-11 アットホームなお店です。

y's 葛飾区⻲有 3-10-17
おしゃれなお店で音響バッチリのカラオケ
を楽しんでください。美味しい手作りご飯
もありますよ！

有限会社割烹 川⻲ 葛飾区⻲有 3-18-13
テイクアウトできます。お電話下さい03-
3690-3509

Club Dearest 葛飾区⻲有 3-7-3 山⼝店舗№5 B棟2F

https://www.shinsekai.info/
https://muryouan-kameari.owst.jp/
http://kameari-sagano.gourmet.coocan.jp/index.html

