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市内飲食店の料理を注文すると、タクシーで自宅付近までお届けします。
面倒な会員登録や手数料、配送料は不要。気軽に市内のお店の味を自宅

で楽しめます。この機会にぜひご利用ください！

まつどニュースは松戸市公式ホームページからダウンロードできます。市民の皆さん、事業者の皆さんも掲示・配布にご協力ください。

タクシーが松戸の飲食店のおいしいをお届け！

まつタク出前便

参加店舗一覧（順不同・6月24日現在） ※メニューや配送時間の目安は各店舗に直接ご確認ください。

期間: 6月30日㈫まで
利用条件:●注文する飲食店と自宅の距離が3km以内●購入代金1,000円以上
受取方法:タクシーが自宅付近に到着後、ドライバーから電話連絡があります。注文者がタクシーの停車場所まで行き、
トランクから商品を取り出し、ドライバーに料理の代金を支払ってください。 ※自宅の玄関まではお届けできません。
申：希望配達時間の2時間前までに、電話で参加店舗に注文 ※詳細は（一社）松戸市観光協会ホームページで。

問:（一社）松戸市観光協会
☎047－703－1100、
文化観光国際課
☎047－366－7327

西部エリア

店名 住所 電話番号 食種

焼肉 あがり 本町20−1 047－712－2992 和

中国料理 天廣堂 松戸1339−1 047－382－5250 中

パストール 本町12-5 047－360－6447 伊

チャイナ天府 栄町3-170−8 047－367－7797 中

トラットリアイルレガーロ 本町14-14 047－710－8646 伊

しの 緑ケ丘1-81-3 090－5394－4062 和洋

和風ダイニング 膳 松戸新田15−17 047－361－2228 和洋

CEPPO
二十世紀が丘
美野里町21−2

050－3462－3281 洋

イタリアンキッチン UNO 松戸1291 047－711－8960 伊

Pizzeria Baffetto 松戸1278 047－711－5087 伊

お祭りや 本町15-20 080－1377－5222 和

クレープリー・ブルトン 松戸1278 047－711－8285 洋

ピッツェリア カヴァッロ
古ケ崎2-
3243−21

050－5303－8827 伊

香羊羊 根本448-2 080－6672－2377 中

松戸縁宴・clover 本町20-10 047－394－4982 和

Wine＆Dining 蔵人 本町20-10 047－364－0161 伊

ビストロアンシャンテ 本町25-5 047－368－1031 洋

金太楼鮨松戸東口店 岩瀬2 047－362－4351 和

café do KAORI 松戸1178 047－367－5751 洋

華苑（㈰除く） 根本57-1 047－363－3858 中

カフェ・ドゥ・スヴェニール
（㈪除く）

松戸新田553-5 047－314－1278 洋

リストランテミオ 松戸1230-1 047－367－3100 伊

ASIAN FOOD GARDEN
（㈯㈰除く）

松戸1307-1 047－711－8900
和・シ
ンガ
ポール

おでん気家（㈰除く） 根本464 047－362－7135 和

仙臺たんや 利休 松戸1181 047－711－5080 和

Cheese Egg Garden 松戸1181 047－365－7189 洋

大かまど飯寅福アトレ松戸店 松戸1181 047－312－4520 和

とんかつ新宿さぼてん 松戸1181 047－710－5315 和

杵屋 松戸1181 047－366－2860 和

北部エリア
店名 住所 電話番号 食種

縁屋 西馬橋蔵元町165 047－344－9788 中
やきとり庵バー えびす
顔（㈯㈰㈷除く）

新松戸2-108 047－343－0188 和

串揚げ工房 穂 小金原5-29-13 047－309－1511 和
沖縄料理 ちゅらさん。 東平賀3-8 070－3880－0970 和
レストラン＆カフェ
フォーハーツ（㈪除く）

幸谷617-12 047－343－6055 洋

モダン割烹 一の糸
（㈬除く）

殿平賀68-1 047－701－5518 和

割烹 びわ亭（㈪除く） 新松戸1-367-3 047－347－1129 和
龍桂林（㈫除く） 大谷口421-1 047－711－6977 中
THE VOICE RESKARA
（㈫除く）

新松戸3-283 080－6854－6886
ベト
ナム

アジアンダイニング
ルンビニ新松戸店

新松戸4-56 050－8880－4871
アジ
アン

Mike's Hotdog
（㈪～㈭除く）

新松戸1-227 090－7816－7681 和

abill coffee+(㈬㈰除く) 新松戸3-265 090－8765－3157 洋
木曽路 新松戸店 二ツ木342 047－309－3851 和

南東部エリア
店名 住所 連絡先 業種

炉端串焼きDANRAN
だんらん

金ケ作24-1 047－710－7177 和

花車 別館 常盤平5-13-9 047－385－7281 和
香味苑（㈪除く） 高塚新田135-6 047－712－2659 韓国
しの田 田中新田55-5 047－389－1919 和
東東 紙敷1-14-4 047－311－1234 中

スローコーヒー(㈫除く) 日暮6-60 047－703－9700 洋

六実エリア
店名 住所 連絡先 業種

はつ味（㈯㈰除く） 六実4-9-2 047－388－8601 弁当

三角屋（㈭除く） 六実5-25-7 047－388－2215
和・
弁当

Hurry's Best Coffee
（㈬除く）

五香南1-13-1 047－700－5270 洋

←（一社）
松戸市観光
協会ホーム
ページ



表は水曜日
朝 更新
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個人向け

新型コロナウイルス感染症

総合相談窓口

ニュース

※受診する前に、必ず電話にて確認をしてください。
※当番医は都合により変更することがあります。 ※健康保険証を忘れずにお持ちください。

夜間・休日当番医など医療機関のご案内 問：地域医療課☎047-366-7771

１ 医科診療

①昼間（9時～17時）在宅当番医

診療日 曜日 主な診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

6/28 日

内科 西内科神経内科クリニック 下矢切83-4 047-311-4063

内科・外科 きのわきクリニック 小金原5-1-1 047-309-5515

耳鼻咽喉科 新松戸加藤耳鼻咽喉科医院 新松戸4-217 石久店舗101 047-347-6743

②夜間（18時～23時）夜間小児急病センター

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

毎日 小児科（内科系） 夜間小児急病センター 千駄堀993-1 047-712-2513

③平日夜間（17時から翌朝9時）土曜・日曜・祝日（9時～翌朝9時）待機病院

診療日 曜日 内科系
小児科

※18時から23時は②の夜間
小児急病センターへ

外科系

6/24 水 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

6/25 木 東葛クリニック病院 市立総合医療センター 山本病院

6/26 金 千葉西総合病院 千葉西総合病院 東葛クリニック病院

6/27 土 新松戸中央総合病院 新松戸中央総合病院 五香病院

6/28 日 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新松戸中央総合病院

6/29 月 千葉西総合病院 千葉西総合病院 新東京病院

6/30 火 新東京病院 市立総合医療センター 千葉西総合病院

※待機病院の所在地・電話番号

五香病院 五香8-40-1 047-311-5550

新東京病院 和名ヶ谷1271 047-711-8700

新松戸中央総合病院 新松戸1-380 047-345-1111

千葉西総合病院 金ヶ作107-1 047-384-8111

東葛クリニック病院 樋野口865-2 047-364-5121

市立総合医療センター 千駄堀993-1 047-712-2511

山本病院 小金きよしケ丘2-7-10 047-341-3191

２ 歯科診療

①夜間（20時～23時）休日土曜日夜間歯科診療所 （電話受付22時45分まで）

診療日 曜日 診療科目 医療機関名 所在地 電話番号

6/27 土
歯科 休日土曜日夜間歯科診療所 竹ヶ花45-53衛生会館２F 047-365-3430

6/28 日

左記の待機病院等は、
テレフォンサービス
（☎047-366-0010）
やホームページで
案内をしています。
※かかりつけ医・薬局
をもちましょう。

事業者向け（要予約）

平日9時～16時
（一人30分程度、市役所開庁日のみ）

✉

会場：市役所本館2階大会議室（電話予約者優先）
電話相談・来庁予約：
電話で松戸市新型コロナウイルス感染症相談
ダイヤル☎0120-415-111
（音声ダイヤル5を選択）へ
メール相談

mccoronasoudan@city.matsudo.chiba.jp

会場：松戸商工会議所会館2階（松戸駅下車）
申込：電話で同会議所☎047-364-3111へ

10時～16時
（土・日曜、祝・休日を除く）

新型コロナウイルス感染症

市内居住患者の発生状況
（6月23日現在）

問健康福祉政策課☎047-704-0055

市ホームページ

松戸市で新型コロナウイルスに感染
した患者が新たに1例確認されました
のでお知らせします。 ※感染者の詳
細は市ホームページをご覧ください。

人
6月18日

千葉県発表分 感染者 1

累計 感染者 人116
うち無症状病原体保有者 15人

世代 20代 人1
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