★飲食店のテイクアウト情報★
店舗

テイクアウト・時間変更等

詳細

店舗情報
住所：海老名市扇町5-8 T-CRESTビルⅣ101
TEL／FAX：046-244-3322
営業時間：ランチ11:00〜15:00（ラストオーダー

al Mare 彩

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

14:00）ディナー17:00〜24:00（ラストオーダー
23:00）
定休日：月曜日
アクセス：海老名駅西口より徒歩3分
駐車場：なし

住所：海老名市国分南1-11-6フレクション102
TEL／FAX：046-259-8381

海老名和食
ありがとう屋

〈テイクアウト〉あり（イートイン可）
※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

営業時間：17:00〜24:00
定休日：なし
アクセス：海老名駅東口より徒歩８分・線路沿い並
木橋付近
駐車場：5台

〈テイクアウト〉あり

系列の創業店舗で基盤でもあるお店です。
住所：海老名市中央1-8-1 ビナウォーク2番館

◆系列店舗情報◆

【名店】合点

TEL／FAX：046-233-4322

【サンドグラス】

営業時間：17:00〜24:00（ラストオーダー23:15）

海老名店

〈テイクアウト〉あり

定休日：日曜日

【cafeくろすぽいんと】

アクセス：海老名駅東口より徒歩1分

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

駐車場：ビナウォーク駐車場（ご利用金額合計
1,000円毎に1時間無料、最大5時間無料）

住所：海老名市中新田5-22-19
TEL：046-231-2209
営業時間：11:00〜15:00

Cafe

Shiny

※当面の間、通常メニューとは別でテイクアウト

定休日：土日祭

メニューを販売いたします。

ジでお知らせ致します。

お弁当は数に限りがありますので、予約をお願い

アクセス：厚木駅より徒歩16分、社家駅より徒歩

します。詳細は店舗ホームページをご覧下さい。

15分

※平日お休みの場合はホームペー

海老名運動公園駐車場（テニスコート側）より徒歩
1分
駐車場／駐輪場：あり

住所：海老名市中央1-14-21
TEL：046-206-5678

韓国料理 青唐辛子

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗へお問い合わせください。

営業時間：11:15〜14:00 17:00〜22:00
定休日：不定休
アクセス：海老名駅東口より徒歩5分
駐車場：2台

テイクアウト・お弁当販売あります。
※詳細は店舗へお問い合わせください。

住所：海老名市東柏ヶ谷3-3-15
TEL／FAX：046-235-7771

かんころ亭

営業時間：11:30〜14:30

さがみ野駅ビル店

定休日：水曜日

17:00〜23:00

アクセス：さがみ野駅北口より徒歩2分
駐車場：相鉄ライフ駐車場にて90分無料

店舗

テイクアウト・時間変更等

詳細

店舗情報
住所：海老名市中央1-15-7 ワンピースビル1階

串揚ダイニング
電撃坊主

TEL／FAX：046-235-9401

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

営業時間：17:00〜0:00
定休日：不定休
アクセス：海老名駅東口より徒歩7分
駐車場：なし
住所：海老名市中新田3-1-6
TEL／FAX：046-233-3051

〈テイクアウト〉あり

串亭廚

※詳細は店舗へお問い合わせください。

営業時間：日曜日〜木曜日 17:00〜23:00

金曜日・土曜日

17:00〜24:00
定休日：月曜日
アクセス：厚木駅より徒歩1分
駐車場：2台

住所：海老名市国分南1-8-35
TEL：046-231-2261 FAX：046-231-5540

【名店】国分寺そば

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗へお問い合わせください。

営業時間：11:00〜15:00
17:00〜20:30（ラストオーダー）
定休日：月曜日・火曜日（祭日は昼のみ営業）
アクセス：海老名駅東口より徒歩10分
駐車場：30台

※無料

住所：海老名市中央2-10-23
TEL：046-233-0050 FAX：046-234-4260
営業時間：11:00〜14:30

〈テイクアウト〉あり

五十番

※詳細は店舗へお問い合わせください。

17:00〜22:00（※月曜日17:00〜22:00は
休み）
定休日：月曜日の午後（※月曜日は11:00〜14:30の
み営業）
アクセス：海老名駅東口より徒歩5分
駐車場：10台

※ケーキ、ケータリングサービス、デリバリー等
行っておりますので是非ご利用ください。
住所：海老名市中央1-17-10
TEL：046-234-1233 FAX：046-234-0588

ザ・ウィングス

営業時間：10:00〜20:00
定休日：なし

海老名

アクセス：海老名駅東口より徒歩5分
駐車場：63台

住所：海老名市下今泉1-7-2 エコービル1F
TEL／FAX：046-233-2117
営業時間：月曜日12:00〜19:30（ラストオーダ）

自家焙煎珈琲

※詳細は店舗へお問い合わせください。

珈琲院

火曜日〜金曜日10:30〜19:30（ラストオーダ）

〈テイクアウト〉あり（要相談）

土曜日・日曜日・祭日10:30〜19:00（ラストオー
ダ）
定休日：第2週・第4週目の水曜日、他に臨時休業あり
アクセス：海老名駅西口より徒歩10分
駐車場：9台

住所：海老名市中央1-14-26 オアシス3号
TEL：046-231-0557

酒房

丸順

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗へお問い合わせください。

営業時間：17:00〜24:00
定休日：月曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩7分
駐車場：無

店舗

テイクアウト・時間変更等

詳細

店舗情報

〈テイクアウト〉あり
・刺身盛合せ

1000円

・ おまかせ握り1人前

1000円

・とりの唐揚げ

500円

・手羽先の唐揚げ

旬魚旬菜

魚とら

1600円

・天婦羅盛合せ

住所：海老名市中央1-14-26 オアシス2号
TEL／FAX：046-206-5531
営業時間：17:00〜23:00（ラストオーダー22:30）

500円

など

日曜日のみ17:00〜22:00（ラストオー

（すべて税別です。）

ダー21:30）

※店内価格より100円引きで提供中。

定休日：火曜日（年数回火・水曜日連休有り）

（持ち帰り可能な店内メニューも100円引きで提供中）

アクセス：海老名駅東口より徒歩5分

テイクアウト特別メニュー

駐車場：2台（1台は離れているのでお問い合わせく

・煮穴子握り8貫盛

ださい）

1500円（税別）もあります。

事前ご予約注文優先でお渡しします。もちろん、ご来店注文
も出来ます！

住所：海老名市東柏ケ谷2-26-4
TEL：080-6658-7394

旬菜・旬魚

※お弁当、お惣菜テイクアウトできます。

なかむら

営業時間：11:30〜14:00
定休日：日曜日・月曜日
アクセス：さがみ野駅南口より徒歩5分
駐車場：2台

住所：海老名市国分南1-1-21テラス海老名C号
TEL：046-235-3350

〈テイクアウト〉あり

鮨dinner山川

営業時間：17:00〜23:00（ラストオーダー22:30）

※詳細は店舗へお問い合わせください。

定休日：水曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩7分
駐車場：なし

〈テイクアウト〉あり
・おまかせにぎり
・特上にぎり

すし家

・特製太巻

1900円

住所：海老名市中央1-15-7
TEL：046-234-9992

2900円

営業時間：17:00〜23:00

2600円

定休日：月曜日

（すべて税別です。）

アクセス：海老名駅東口より徒歩5分

その他、単品、天ぷら、焼き魚も承っておりま

駐車場：なし

す。

〈テイクアウト〉あり
・やきとり丼

550円

・やきとり盛り合わせ

5本 650円

・海老名のヘルシーつくね

１本 160円

・やきとり各種 １本 108円〜ございます。
（すべて税込みです。）
【炭火やきとり創玄 イオン海老名店】
住所：海老名中央2-4-1

【名店】
炭火やきとり

創玄

営業時間：金曜日、土曜日、日曜日のみ営業。12:00〜
20:00
〈定休日〉月曜日、火曜日、水曜日、木曜日
〈テイクアウト〉あり
5本 500円

・海老名のヘルシーつくね

1本 150円

・やきとり各種 1本 100円〜ございます。
（すべて税込みです。）

TEL：046-232-1300
営業時間：17:00〜24:00 金・土17:00〜25:00

TEL：046-233-0087

・やきとり盛り合わせ

住所：海老名市中央1-15-10

定休日：水曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩7分
駐車場：なし

店舗

テイクアウト・時間変更等

詳細

店舗情報
住所：海老名市中央1-17-25
TEL／FAX：046-232-2666
営業時間：平日17:00〜24:00（ラストオーダー23:15）

【創作和食と十割蕎
麦】土の香

土曜日ランチ11:30〜15:00（ラストオーダー14:00）

〈テイクアウト〉あり

ディナー17:00〜24:00（ラストオーダー23:15）日・祝

※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

日ランチ11:30〜15:00（ラストオーダー14:00）ディ
ナー17:00〜22:00（ラストオーダー21:15）
定休日：月曜日（祝日の場合は営業、翌火曜日休み）
アクセス：海老名駅東口より徒歩5分
駐車場：3台

〈テイクアウト〉あり
・天丼
・カツ丼

そばと膳

田川

住所：海老名市杉久保南1-6-17

1230円

TEL：046-237-3939

900円

営業時間：11:00〜14:00(ラストオーダー） 17:00〜20:00

・カツカレー丼ぶり
・たぬき丼

500円

・もりそば

500円

（ラストオーダー）

900円

定休日：木曜日
アクセス：社家駅より徒歩22分、または海老名駅東口より相
鉄バス（綾31

・天ぷら盛り合わせ

厚木ナイロン経由農大前行）「杉久保」下車

徒歩1分

1450円

駐車場：13台

（すべて税込みです。）

住所：海老名市中央1-16-5 プリムローズ海老名
1F
TEL／FAX：046-235-0089

〈テイクアウト〉あり

たけまる

営業時間：17:30〜24:00

※詳細は店舗へお問い合わせください。

定休日：日曜日
アクセス：海老名駅東口から徒歩5分
駐車場：なし
住所：海老名市中野3-16-20

【名店】タベルナ
イル

ロカーレ

TEL／FAX：046-239-3313

〈テイクアウト〉あり

営業時間：11:30〜15:00

※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

定休日：毎週水曜日

17:30〜22:00

第3火曜日

アクセス：門沢橋駅より徒歩11分
駐車場：12台

住所：海老名市中野2-11-54

〈テイクアウト〉あり

中華

うぶかた

TEL：046-238-4886

餃子、鶏の唐揚げ、焼き鳥（とり・とりねぎ・か
しら・レバー・ハツ・タン・しろ・つくね

営業時間：11:00〜21:00

各1本 定休日：月曜日
アクセス：社家駅・門沢橋駅より徒歩10分

120円税別） など

駐車場：8台

〈テイクアウト〉あり
・日替り弁当

中華料理

丸福

600円

・ホイコーロー丼
・ギョーザ

770円

250円

（すべて税込みです。）
事前予約歓迎です！

住所：海老名市中央1-14-21サンポウビル105号
TEL：046-232-1294
営業時間：11:00〜15:00 17:00〜21:00
定休日：日曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩7分
駐車場：2台

店舗

テイクアウト・時間変更等

詳細

店舗情報

〈テイクアウト〉あり
・ソース焼きそば

中華料理

良美

560円

・かた焼きそば

630円

・五目焼きそば

740円

・チャーハン

680円

営業時間：11:30〜14:30（ラストオーダー14:00）
17:30〜22:00（ラストオーダー21:30）
定休日：日曜日
アクセス：さがみ野駅北口より徒歩5分

680円

・ギョーザ

TEL：046-234-0971

580円

・五目チャーハン
・中華丼

住所：海老名市東柏ケ谷3-17-7

駐車場：1台

200円

（すべて税込みです。）
〈テイクアウト〉あり
・炒飯

950円

・マーボーご飯

中国料理

玲鈴

950円

住所：海老名市中央2-8-15
TEL：046-231-2839 FAX：046-231-1709

・中華丼1000円

営業時間：11:00〜15:00（休憩2時間） 17:00〜

・シュウマイ3個600円

21:00（20:45ラストオーダー）

・餃子6個600円

定休日：水曜日

・春巻3本600円など

アクセス：海老名駅東口より徒歩5分

（すべて税別です。）

駐車場：7台

※付いてる金額の20％OFFです！
〈テイクアウト〉あり
スペアリブ、香味唐揚げ、シソ巻きロース、シー
フードピザ、バジルピザなど。オードブルは事前予
住所：海老名市本郷1698-4

約で承ります。

TEL：046-238-8148

レストラン・バー

営業時間：火〜土11:30〜14:00 18:00〜00:00

トラットリア21

定休日：月曜日（月曜日が祝祭日の場合は営業）

日・祝18:00〜00:00
アクセス：門沢橋駅より徒歩10分
駐車場：有（数台）

住所：海老名市中央1-20-25
TEL／FAX： 046-232-5005

鳥源

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗へお問い合わせください。

営業時間：17:00〜23:00
定休日：日曜日、祭日
アクセス：海老名駅東口より徒歩8分
駐車場：4台

住所：海老名市本郷1691-1

〈テイクアウト〉あり

味噌の金子

・餃子
・唐揚げ

350円（税込）
500円（税込）

TEL／FAX：046-238-0118
営業時間：11:00〜翌2:00
定休日：年中無休（1月1日は休み）
アクセス：門沢橋駅より徒歩10分
駐車場：15台

〈テイクアウト〉あり
・薬膳オムライス
・薬膳ガパオ丼

680円

【名産品】

・タコライス

Re★cafe

・しょうが焼き

680円
930円

・たまごトースト

930円
700円

・プリン各種 390円〜
（すべて税別です。）

住所：海老名市河原口379-1
TEL／FAX：046-244-0739
営業時間：9:00〜18:00
定休日：日曜日
アクセス：厚木駅より徒歩30秒
駐車場：無

店舗

テイクアウト・時間変更等

詳細

店舗情報

住所：海老名市中央2-4-5 中山ビル1Ｆ
TEL／FAX：046-206-5502

六方 きなりっしゅ

〈テイクアウト〉あり
※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

営業時間：月曜日〜土曜日17:00〜24:00（ラスト
オーダー23:00）
定休日：日曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩3分
駐車場：なし

住所：海老名市国分南1-3-1 メゾンエクセル102
TEL：046-244-5562/予約専用電話番号（通話無
料）0066-9713-727593

和工房

ひより

〈テイクアウト〉あり（夜のみ）
※詳細は店舗ホームページをご覧ください。

営業時間：17:00〜23:30(フードラストオーダー
22:50)22:00以降入店可
定休日：火曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩9分
駐車場：2台

和食

ことしろ

※店舗玄関脇

〈テイクアウト〉あり

住所：海老名市河原口1366

（電話予約にて承ります。）

TEL／FAX：046-233-4338

・天丼弁当

650円

・マグロ丼

800円

・いくら丼

800円

（すべて税込みです。）

営業時間：ランチ11:30〜14:00 金・土曜日17:30
〜20:00
定休日：毎週月曜日
アクセス：海老名駅東口より徒歩8分
駐車場：20台

