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主催 : 川崎銀柳街商業協同組合　【住所】神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3-7　【電話】044-233-1666　【ウェブ】http://www.ginryugai.or.jp　【メール】 jimukyoku1666@ginryugai.or.jp／協力 : 川崎銀座商業協同組合／企画制作 : サニーワンステップ株式会社

※状況によりメニュー内容・価格等は変更となる場合がございます。　（作成日：2022/4/23）
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★鳥豚油そば 一番人気！並…６９０円

★とん黒油そば 並…７８０円

★しょうゆ油そば 定番！並…６４０円

モスバーガー
川崎東口店

川崎区駅前本町７-３
「モス濃厚食パン」
予約可能店舗
https://www.mos.jp/menu/

モスバーガー
ジューシーなパティに、特製ミートソース。

モスの代表作です。

月曜日豆の量り売り全品１０%引き！

火曜日味噌の量り売り全品１０%引き！

８%割引クーポン・好きな商品２０％割引

クーポン等を特定日に配布！

★牛もつ煮込み弁当…５００円　

★豚カルビ炭火焼き弁当…８００円

★八丁辛麺（はっちょうしんめん）…７５０円～

　辛さで値段が変わります。

★ロースカツカレー…中盛８００円

★ゴリエもんお子様カレー（甘口）ドリンク付

　…中盛８００円

★ミラノ風ドリア…２９０円

★マルゲリータピザ…３９０円

★インドカレー

　（ライスorナン）各種…６００円～

★タイ料理各種…６５０円～

★ピリ辛山椒風味の唐揚げ弁当…７００円

★牛カルビ焼肉弁当…７００円

★BEEF１００%粗挽きグリルハンバーグBOX

★グリルチキン＆エッグBOX

★広島焼各種…１,０８０円～

★お好み焼き各種…７３４円～

★餃子＆唐揚げ弁当…５４７円(税込590円)

★てりやきチキン弁当…５００円(税込540円)

　※てりやきチキン弁当のごはんの大盛は

　　できません

★鶏と野菜の黒酢あん弁当…８２０円

★すけそう鱈と野菜の黒酢あん弁当…８５０円

★香味唐揚げ弁当…７２０円

★上カルビ弁当…１，６００円

★カイノミ弁当…１，３５０円

★上ハラミ弁当…１，６００円

ファーストクラシックバーガー

特製のバンズとパティを使用。

旨味ビッグ！ビーフパティ！

★オリジナルチキン４ピースパック…￥１，２９０

（内容：オリジナルチキン４ピース＋選べるサイドメニュー）

★フィレサンドＢＯＸ…￥９００

（内容：フィレサンド＋オリジナルチキン１ピース＋ポテトS＋ドリンクM＋ミニアップルパイ）

★ツイスターＢＯＸ…￥９００

（内容：ペッパーマヨツイスター＋オリジナルチキン１ピース＋ポテトS＋ドリンクM＋ミニアップルパイ）　

※テリヤキツイスターに変更可

044-246-1711

油そば春日亭
川崎店

川崎区駅前本町8-12  川崎ダイスビル1F
044-222-3000

磯丸水産
京急川崎店

川崎区砂子1-1-6
044-221-5131

とり鉄
京急川崎駅前店

川崎区砂子1-1-3
つる屋ビルB１

★マルキン醤油唐揚１０個

　　　…１,５００円(税込)

★餃子…４５０円

044-223-5131

中華居酒屋
にぃしょうわぁしょう
京急川崎駅前店

川崎区砂子1-1-8  2F

★鶏のパリパリ揚げ…１,０７８円（税込）

★牛ハチノスの紅油和え…２６４円（税込）

★よだれ鶏…２６４円（税込）

044-201-4574

★鶏と野菜の黒酢あん弁当…８２０円

★すけそう鱈と野菜の黒酢あん弁当…８５０円

★香味唐揚げ弁当…７２０円

大戸屋
京急川崎駅前店

川崎区砂子１-１-６
愛知ビル２F

044-211-9506

ジャッキー餃子楼

川崎区砂子１-１-３ ２F
044-245-8548

★餃子…３００円

★炒飯…５５０円

★焼きそば…６１０円

天下一いずま 天龍

川崎区砂子1-1-1
044-200-9061

★得三崎丼…９８０円

★まぐろたっぷり丼…８５０円

★ねぎとろたっぷり丼…８５０円

三崎市場ダイス店

川崎区駅前本町８-２０
044-211-9318

焼肉＆BAR 十炭

川崎区駅前本町３-４
044-245-2941

大戸屋
川崎銀柳街店

川崎区駅前本町３-４
044-245-5411

日高屋
川崎銀柳街店

川崎区駅前本町２-９ ホリウチビル 1-2F
044-223-3107

川崎モアーズ内
ステーキ＆ハンバーグの店
いわたき

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ 7F

ビヤレストラン
銀座ライオン
川崎駅前店

川崎区駅前本町４-２４
044-230-0477

044-223-7299

川崎鶏唐揚専賣店
【銀柳街店】

川崎区砂子2-3-1  2F
からあげ、定食・食堂、弁当

044‐223‐8615

★ミラノサンドＡビーフパストラミ＆生ハム…４４０円

★ミラノサンドＢ北海道産サーモンとエビのバジルソース…４４８円

★ミラノサンドＣ照り焼きチキン～お店仕込みのタルタルソース～…４４８円

ドトールコーヒーショップ
川崎銀柳街店

川崎区駅前本町4‐13
044-244-8737

川崎モアーズ内
アジアンスパイスガーデンメラ

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ 7F

044-201-8515
川崎区砂子２-３-１２
第40東京ビル1F

044-201-1077

川崎モアーズ内
ゴーゴーカレー

川崎区駅前本町７ 川崎モアーズ 8F
044-245-5525

川治屋

おさやん！川崎専門店

川崎区砂子2-4-8
豆の量り売り、味噌の量り売り等も行っております。
お客様とのふれあいを大事にする老舗です。ぜひお立ち
寄りください。川治屋のネットショップがオープンしました!
http://www.kawajiya.jp/

044-233-0194

ケンタッキーフライドチキン
川崎銀柳街

川崎区砂子２-２-１
薄井ビル

044-210-1347

川崎モアーズ内
若竹

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ 7F

044-200-7951

川崎モアーズ内
kawara CAFE&DINING

川崎区駅前本町７  川崎モアーズ 7F
044-223-6774

川崎モアーズ内
サイゼリヤ

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ 8F

044-223-3714

ファーストキッチン
川崎店

川崎区砂子２-４-１
044-211-1371

★鶏と野菜の
　黒酢あん弁当
★鶏と野菜の
　黒酢あん弁当

★モスバーガー★モスバーガー

★鮭弁当★鮭弁当

★ファーストクラシックバーガー★ファーストクラシックバーガー

★ロースカツカレー★ロースカツカレー

★ピリ辛山椒風味の唐揚げ弁当★ピリ辛山椒風味の唐揚げ弁当★牛カルビ焼肉弁当★牛カルビ焼肉弁当

★焼き魚三色大盛弁当…５３８円

★黄金カレイ唐揚げ…４２９円

川崎モアーズ内
うおひで

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ B2F

044-200-8465

★おにぎり各種…１００円～

★海鮮丼各種…５００円～

川崎モアーズ内
丼処山助

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ B2F

044-223-8802

★キムパ・チヂミ盛り合わせ他

　よりどり2パック…７５６円

川崎モアーズ内
純’sコッチン

川崎区駅前本町７
川崎モアーズ B2F

045-341-0461

★お好み焼き（豚玉天）★お好み焼き（豚玉天）

★広島焼（豚肉、いか入り）★広島焼（豚肉、いか入り） ★モツ煮込み弁当★モツ煮込み弁当★牛ハラミ炭火焼き弁当★牛ハラミ炭火焼き弁当

★ミラノサンドA 
　ビーフパストラミ＆生ハム
★ミラノサンドA 
　ビーフパストラミ＆生ハム

★上カルビ弁当★上カルビ弁当

ESOLA
川崎駅前店

川崎市川崎区駅前本町４-７
堀井ビルB1F

044-201-4134

★すけそう鱈と野菜の
　黒酢あん弁当
★すけそう鱈と野菜の
　黒酢あん弁当

威風 川崎店

川崎区砂子１-1-8

★濃厚味噌らーめん

　　　　　…７３０円

★餃子6個…３００円

0120-070-140

★マルキン醤油唐揚★マルキン醤油唐揚

★ピザ１枚…６００円（税込）

メニューにあるパスタ＋１００円で

全てお持ち帰り可能（税込）

地下にあるお店わかりずらいですが

お気軽にお電話ください！

からあげ弁当
並（３個）…５５０円

大盛（４個／ご飯大盛）…６５０円

※からあげはしょうゆ、甘ダレ、にんにく、

　日替わり（しお、スパイス、ゆずこしょう、等）から

　自由に選べます。

★からあげ大盛弁当★からあげ大盛弁当

★ツイスターＢＯＸ★ツイスターＢＯＸ

★鳥豚油そば★鳥豚油そば

★てりやきチキン弁当★てりやきチキン弁当

★餃子＆唐揚げ弁当★餃子＆唐揚げ弁当

かわさき
ギンちゃん
かわさき
ギンちゃん

★牛ハチノスの紅油和え★牛ハチノスの紅油和え

★餃子★餃子

★色々な美味しさが広がる！

　バラチラシ丼…８５３円（税込）

★海鮮こぼれ丼…１,０６８円（税込）

★まぐろ丼大 ネタ1.5倍…８５３円（税込）

★色々な美味しさが広がる！
 チラシ丼

★色々な美味しさが広がる！
 チラシ丼

★餃子（テイクアウト）★餃子（テイクアウト）

★焼きそば（テイクアウト）★焼きそば（テイクアウト）

★まぐろたっぷり丼★まぐろたっぷり丼

★ねぎとろたっぷり丼★ねぎとろたっぷり丼

★まぐろ丼大 ★まぐろ丼大 

★鶏のパリパリ揚げ★鶏のパリパリ揚げ

天然のキハダマグロを
最高の状態でお客様
に提供しているまぐろ
丼のお店です。是非お
立ち寄りください♪

★マルゲリータピザ★マルゲリータピザ

★インドカレー★インドカレー

★焼き魚三色大盛弁当★焼き魚三色大盛弁当

★黄金カレイ唐揚げ★黄金カレイ唐揚げ

★キムパ★キムパ

★チヂミ盛り合わせ★チヂミ盛り合わせ

★星乃珈琲のオペラ…４６０円

★星乃ブレンド豆１００g…５００円

★マンデリンドリップ１パック…２００円

星乃珈琲
川崎駅前店

川崎市川崎区駅前本町４-７
堀井ビル2F

044-201-4134

★炒めスパゲティ「ナポリタン」…１,０５８円（税込）

★銀座ライオン　オムハヤシライス…１,２９６円（税込）

★LIONチキンの唐揚げ５個…９６１円（税込）

★八丁辛麺★八丁辛麺

★餃子6個★餃子6個
★濃厚味噌らーめん★濃厚味噌らーめん

★海鮮丼各種★海鮮丼各種

登録は
こちらからどうぞ

登録は
こちらからどうぞ

★グリルチキン＆エッグBOX★グリルチキン＆エッグBOX

★BEEF１００%粗挽き
 グリルハンバーグBOX
★BEEF１００%粗挽き
 グリルハンバーグBOX

ゲットしよう♪

ぜひ、お友だち登録して
お得情報＆最新情報を

銀柳街
LINE公式

アカウントご案内

銀柳街HPは
こちらからどうぞ
銀柳街HPは

こちらからどうぞ
銀座街HPは

こちらからどうぞ
銀座街HPは

こちらからどうぞ

★ミラノ風ドリア★ミラノ風ドリア


