
推進店舗名 紹介文 URL
カラオケ居酒屋やすらぎ 葛飾区金町 5-33-19 2F

金町焼肉 雅 葛飾区金町 5-33-25脇坂ビル1階
店内喫煙、キッズルームと無煙ロースター
完備！【厳選和牛と新鮮ホルモン】をお手
頃価格にてお楽しみいただけます。

https://yakiniku-miyabi.crayonsite.com/

スナックブーケ 葛飾区東金町 1-11-12 中⻄ビル1階

焼肉香養 葛飾区東金町 3-30-16
厳選されたこだわり食材を使用しておりま
す。

日本料理 和可奈 葛飾区東金町 1-11-10
個室でゆっくり日本料理をお楽しみいただ
けます。

食粋 まねき 葛飾区金町 5-36-8
消毒や体温チェック、席の間引き、またビ
ニールシートによる感染予防をしていま
す。

きっちんMiMi。 葛飾区新宿 2-23-5

きせん事業所 葛飾区東金町 1-35-10
感染防止対策を従業員一同実施し「美味し
いね」と言い継がれる肉まんを作っていま
す

http://kisenjigyosyo.com/index.html

もつ焼き 松っちゃん 葛飾区金町 5-33-19
丁寧な手作業で仕込みを施し、”もつ”本来
の味を楽しめる店です。

酒房 吟八 葛飾区水元 1-12-3
和食を中心としたお料理、季節の地酒をご
用意してお待ちしています。

https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13210775/

うつぎ 葛飾区東金町 1-15-9 エーワンビル203 一見様お断り。要予約お願いします。

ダイニング風の家 葛飾区東金町 2-18-1 マルマスビル102
当店では電解次亜水生成装置を設置し、食
の安全と衛生管理を徹底しています。

プロデューサー 葛飾区東金町 1-37-2 立川ビル2F 広いフロアで同窓会等最適！！
竹寿し 葛飾区⻄水元 6-19-2

やきとり 晃ちゃん 葛飾区東水元 1-3-4
御来店ではなく感染拡大防止の為宅配しま
す。

カラオケハウス ひろ 葛飾区東金町 3-1-4

牛屋 葛飾区水元 2-4-11
感染拡大防止のため消毒液の設置・消毒、
マスクの着用等東京都の要請に準じた時短
営業を行っています。

はじめ 葛飾区金町 5-33-22 居酒屋はじめ

住所

https://yakiniku-miyabi.crayonsite.com/
http://kisenjigyosyo.com/index.html
https://tabelog.com/tokyo/A1324/A132404/13210775/
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立ち呑みWaraku 葛飾区金町 6-11-1 グリーンヒル仲田１F
気軽に入って安く飲める立ち呑み、幻の酒
ホイスや店内で熟成された焼酎など和やか
に楽しいひとときをどうぞ！

https://mobile.twitter.com/waraku_0824

レストラン ミモザ 葛飾区金町 2-6-1
本格フレンチをお気軽に。記念日なども金
町のレストラン「ミモザ」へ。

https://mimosa2004.com

カフェスイーツプラス 葛飾区東金町 1-27-2
東京都葛飾区金町にあるイタリアンカフェ
です。

https://www.cafe-sweets.jp/

スナック 舞 葛飾区東金町 1-21-3
万全を尽くしてますので、安心して御来店
下さい。

ホルモンリキ 葛飾区金町 5-1-16 荒井ビル1階
水⼾街道沿いの焼肉・ホルモン焼きのお店
です。感染拡大防止対策のうえ、皆様のご
来店を心よりお待ちしております。

http://horumonriki.web.fc2.com/

鳥鈴 葛飾区金町 5-33-19
常に換気をし、席数を減らし感覚を確保す
るなど感染症拡大防止対策に努めながら営
業しています。

https://kanamatitorisuzu.owst.jp/

ラ裸 葛飾区東金町 1-41-9 花しろビルＢ１

オシャレな夜を過ごしませんか？花に囲ま
れた女性に人気のおしゃれなお店…。ビジ
ネス戦士たちのオアシス…。出逢いそし
て、ときめき。PM7時までに入店した場
合、ボトル半額。

居酒屋 和光 葛飾区東金町 1-27-1
現在一組２名様まで入店限定しておりま
す。

ラリグラス 葛飾区金町 6-7-13
感染防止を第一に、町の皆様によろこばれ
るサービスの提供を心がけております。皆
様のご来店を心よりおまち申し上げます。

隠れ家 歩庵 葛飾区金町 5-13-7
金町湯の前でやってます！1人でものんびり
できます！

http://kakurega-poan.owst.jp

一福 葛飾区東金町 1-24-2 バロンビル1Ｆ
中華酒場 味来 葛飾区東水元 1-2-8 ヴィラ128
雪中王 哈爾濱飯店 第九支店 葛飾区東水元 3-1-5 本格中華料理 https://harupinhanten.owst.jp/

https://mobile.twitter.com/waraku_0824
https://mimosa2004.com
https://www.cafe-sweets.jp/
http://horumonriki.web.fc2.com/
https://kanamatitorisuzu.owst.jp/
http://kakurega-poan.owst.jp
https://harupinhanten.owst.jp/
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Malt Bar Epinards（モルト バー エピナール） 葛飾区東金町 2-18-1 マルマスビル202

当店はスコッチウイスキーを中心に常時600
本以上ストックしているウイスキーバーで
す。お客様のお好みのスタイルでお飲みく
ださい。感染防止策を徹底しお客様のご来
店をお待ちしています。

https://epinards.jp

メルシーⅡ 葛飾区東金町 7-19-3
金町からあげ酒場 葛飾区東金町 1-21-15
創作料理ラグー 葛飾区東金町 1-18-8 藤巻ビル1F

げんき鶏 葛飾区金町 6-2-1 ヴィナシス金町1F 105
当店はコロナ対策として東京都、及び葛飾
区の基準を順守しておりますので、安心し
て御来店下さい。

焼肉 モラン 葛飾区南水元 1-30-18 https://yakiniku.moran-s.com/
The 鉄板焼 花火 葛飾区金町 5-26-5 榊原ビル1階 https://www.hotpepper.jp/strJ001051557/

洋風料理 NAKAMURA 葛飾区東水元 4-14-26
安心してお食事を召し上がっていただけま
すよう換気と消毒を徹底しテーブルを1つ空
け常に清潔にしています。

スナック 虫 葛飾区東金町 4-11-10 経営して40数年これだけが自慢

食事処 高雅 葛飾区水元 2-5-5
和食を中心としたお店です。一品料理など
種類豊富。定食も多数

かふぇ＆めし 屋根屋 葛飾区東金町 1-12-8 百景ビル1F https://yaneyakanamachi.jimdofree.com

DELICA TESSEN casa 葛飾区金町 6-11-1 グリーンヒル仲田１F C
金町メキシカンの発祥！地域のイベントで
も人気のタコライスはテイクアウトも
OK！！

http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13213061/

カラオケ ポピンズ 葛飾区金町 3-32-2
カラオケ評判が悪く営業になりません。開
店休業です。

スナック ボケ 葛飾区東金町 3-32-6
コロナ防止は万全ですので安心してご来店
下さいませ。

もんじゃ OHANA 葛飾区東金町 2-18-1 まるますビル103
感染拡大防止の為、消毒液の設置、消毒、
マスクの着用等、東京都の要請に準じた時
短営業をしています

中華料理 美香苑 葛飾区東金町 1-14-11-1F 本格の中華料理だしたいです。

BAR Fly High 葛飾区東金町 1-27-1 奥山ビル1階
大人のミュージックバーBAR Fly Highで
す。

https://epinards.jp
https://yakiniku.moran-s.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ001051557/
https://yaneyakanamachi.jimdofree.com
http://tabelog.com/tokyo/A1324/A132403/13213061/
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日吉屋（日本そば） 葛飾区新宿 1-17-3

お好み焼き.もんじゃ焼き.鉄板焼き いなりや 葛飾区東金町 3-1-2
下町ソウルフードと言えば・・・粉物です
よね！！

さいとう食堂 葛飾区東金町 1-17-4
2020年7月グランドオープン！うまいアジ
ア飯とお酒の店

居酒屋 北さん 葛飾区水元 2-5-11
市場仕入れの鮮魚で作る、おさしみ・特別
海鮮他、天ぷら、ナポリタンは人気メ
ニューです。一度お試しあれ。

酒dining irodori 葛飾区東金町 1-19-5 篠崎ビル1階
旬の日本酒をメインに小さな蔵のお酒を集
めました。

中国料理 クレイジー餃子 葛飾区東金町 1-19-1 本場の中国料理をお楽しみ頂けます。

家庭料理の店 さんゆう 葛飾区金町 5-31-10
お客様本位のアットホームなお店です。コ
ロナ対策はできる限り万全に行っておりま
すので、安心してご来店下さい。

割烹 葉良 葛飾区東金町 3-7-3
呑み食い しんゆう 葛飾区東金町 1-10-10 花月ビル2階 打倒コロナ
揚州達人 葛飾区東金町 1-41-2 石原ビル1Ｆ

イタリアンキッチン バンサン金町 葛飾区金町 5-31-15
石窯焼きピッツアと自家製生パスタが美味
しい金町で一番おしゃれなイタリアンレス
トラン

http://vansan-ltd.jp/vansan/vansan-kanamachi/

ピザ ルートシックス ジェシー 葛飾区金町 3-14-4 https://retty.me/area/PRE13/ARE21/SUB2103/100001472492/

金町苑 葛飾区東金町 1-39-1 グリーンハイツ107
厳選された和牛をリーズナブルに楽しめま
す。本格的な韓国一品料理も豊富。

https://kanamachien.owst.jp

中華料理店 友心 葛飾区金町 1-21-3
金町1丁目で10年目を迎える中華料理店で
す。ベテランのスタッフガ清掃、除菌を徹
底しています。

http://www.yuushin1213.com/mobi/ 

もつ焼 みよし 葛飾区金町 5-15-14 当店は感染症拡大防止に協力します

SiO café Rujie 葛飾区東金町 1-44-1 金町TVビル2F

お食事＆デザートをお楽しみいただけま
す。死海の塩を使用した、特製ドリンクも
多数ご用意しております。店内にはキッズ
スペースも。お子様もご一緒に、大事なひ
と時をお過ごしください

https://www.siocafe-rujie.com/tateishi/

http://vansan-ltd.jp/vansan/vansan-kanamachi/
https://retty.me/area/PRE13/ARE21/SUB2103/100001472492/
https://kanamachien.owst.jp
http://www.yuushin1213.com/mobi/
https://www.siocafe-rujie.com/tateishi/
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カナデリカ 葛飾区金町 6-9-9 1F
キッズスペースのある、昼はカフェ、夜は
肉バル

田吾作 葛飾区東金町 3-32-2
おいしい料理でおまちしております。営業
時間11:30〜15:00,夜18:00〜23:00 日休

スナック 順子 葛飾区南水元 4-4-10
明るく元気なママが美味しい料理を出して
くれるお店です。

パブリックハウス カラオケでんでん 葛飾区東金町 3-32-2 田吾作2F
営業時間 昼12:00〜17:00 夜19:00〜23:00ま
で(日休)。何時も笑顔でおまちしてます。

Cuerno 葛飾区東金町 1-17-7
感染防止対策を徹底して、安心して過ごせ
る環境を整えております。

中華料理 昇龍 葛飾区東金町 3-31-16

豚八 葛飾区東水元 1-8-1
コロナウイルスに負けないで頑張ります。
テイクアウトもご利用下さい。

ライジング スポーツ ジャパン 葛飾区水元 1-15-2 感染防止を徹底してお待ちしております。
スナック モンテカルロ 葛飾区金町 6-10-6

シャレード 葛飾区東金町 1-43-8

地元金町で愛されて半世紀、全国放送のTV
番組でも何度も取り上げられた知る人ぞ知
る名店です。ナポリタン、オムライス、生
姜焼そば、遠方から訪れる程の逸品です。

そば処水元やぶ 葛飾区⻄水元 5-8-12 茶蕎⻨とカツ丼が美味い店
ビー・ブルート 葛飾区東金町 1-41-8
田舎っぺ⺟ちゃん 葛飾区水元 3-19-11 すべて手作りで無添加です。
パスタバール タサキ 葛飾区金町 6-9-7 自家製手打ちパスタが自慢！ https://www.seifukuinc.com/

食彩 おの美 葛飾区金町 5-27-13 高森ビル103
こじんまりとした旬の料理を出すお店で
す。

ふ〜ママ 葛飾区東金町 2-19-3-101

dacco caffe 葛飾区東金町 4-1-12 金町ハイツ101
感染対策をして皆さまのご来店お待ちして
おります。

http://www7b.biglobe.ne.jp/dacco/

中華料理 ふくや 葛飾区東金町 3-31-1
昭和30年創業、地域最古級のラーメン店で
す。ご利用お待ちしています。

https://www.seifukuinc.com/
http://www7b.biglobe.ne.jp/dacco/

