
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

鉄板・お好み焼き Aeeeen's（アイーンズ） 居酒屋 一心
西栄1-19-10

第二エステートビル102
お好み焼き そば or うどん 新町1-8-14 おでん盛り合わせ（700円容器代込）

☎0827-35-4813 （810円容器代込） ☎0827-52-8878 おまかせ7種入り（単品注文の場合、1種120円）

営業時間 Aeeeen巻（アイーンまき）そば or うどん 営業時間 人気のおつまみセット（1,050円容器代込）

11:00~14:00 （864円容器代込） 18:00~22:00 餃子6個＋手羽先唐揚げ3本

17:00~21:00 中にチーズ、ネギ、マヨネーズを入れ、そば or うどんを

ソースで味付けし、巻いています。

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：不定休 定休日：火お好み焼き以外の一品料理（鉄板焼きメニュー

は夜のみ）もお持ち帰りＯＫ

当店の居酒屋メニュー全てテイ

クアウトOKです。ご注文は、

お電話にて。詳しくは、居酒屋

 一心FBをご覧ください。

 

新型コロナウイルス感染症により、甚大な被害を受けている飲食店を応援します‼ 

テイクアウト 
～プロの味をご自宅で～ 

新型コロナウイルスの影響による外出自粛要請…、だけど、美味しいものは食べたい！ 

大竹市内の飲食店でもテイクアウトができるお店はたくさんあります。お一人さまはもちろん、毎日の

ご飯が大変！というママさん、パパさんもぜひご利用ください♪ 

今回は、大竹商工会議所の会員事業所でテイクアウトサービスを行っているお店をご紹介します。 

ご注文はそれぞれのお店へ直接お問い合わせください。 

Lunch & Dinner 

お昼と夜 

Lunch 

お昼のみ 

Dinner 

夜のみ 

 

①各店のメニュー、価格は一例です。 

  （＊印表記の無いものは税込み価格です。） 

②各店のメニュー、価格は予告なく変更する場合が 

ございますので、予めご了承ください。 

③テイクアウトサービスは予告なく、終了する場合が 

ございますので、予めご了承ください。 

 

・ピンク…お昼のみの営業です。 

・黄 色…お昼と夜、もしくはお昼から夜の営業です。 

・水 色…夜のみの営業です。 
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割烹 宇恵喜 日本料理 魚池

小方1-4-12 高齢者向けお魚日替り弁当（540円） 西栄3-2-17 大好き♡おおたけ弁当（1,620円）

☎0827-53-5252 ☎0827-52-2511 もぶりの入った地産地消のお弁当。

営業時間 営業時間 前日までの要予約。2個より注文承ります。

11:00~19:00
毎日1個から宅配します。お支払いも日、週、月単位で

選択できます。 10:00~18:30 穴子めし（1,728円）

寿司弁当（1,850円） （仕出し対応時間） ていねいに低温調理したふわふわ穴子です。

宅　配：あり にぎり寿司4貫、花巻き寿司1本に天ぷらや野菜サラダが

入った豪華なお弁当。当店人気No.1
宅　配：あり

定休日：木 定休日：水

URL

https://www.kappu.ueki.jp

URL

https://uoike.com

Otake バル gaku かっぱ

新町1-3-3 ランチBox スープ付（700円） 新町1-7-5 お好み焼き（700円）

☎0827-93-2215 内容はお問い合わせください。 ☎0827-52-4421 肉玉そば or うどん

営業時間 営業時間 串盛り5本セット（1,200円）

11:30~13:00 17:00~25:00 牛串、豚バラ、鶏、各種

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、月 定休日：日

支留比亜珈琲 大竹店（トライアル内） 居酒屋 泰心

晴海2-10-46 三元豚のカツサンド（1,026円） 新町1-8-9 泰心弁当（1,296円）

☎0827-30-8688 当店人気No.1 ☎0827-53-7878
泰心自慢の海鮮巻き寿司に7種類のおかず付きのお得な

お弁当です。

営業時間 ハムエッグトースト（810円） 営業時間 泰心おまかせ握り弁当（1,620円）

7:00~19:00 当店人気No.2 17:00~20:00
おまかせの握り6貫に7種類のおかず付きのお得なお弁当

です。

（L.O18:30） （テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：なし 定休日：日

URL

http://www.silvia-ootake.com

ちこ どんどん 大竹店

新町1-10-3 お好み焼　シングル（600円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
肉うどん（460円）

☎0827-52-7961 そば（うどん）肉玉 ☎0827-57-2858 どんどん人気No.1メニューの肉うどん。

営業時間 お好み焼　ダブル（880円） 営業時間

10:30～17:30 そば（うどん）ダブル　肉玉 10:00~21:00

（L.O.20:30） カツ丼（550円）

宅　配：なし 宅　配：なし うどんだけではなく、丼もオススメです。

他に玉子丼、親子丼もあります。

定休日：水 定休日：なし

URL

http://www.s-dondon.co.jp

他にもテイクアウト承ります。

注文は店頭または電話にて。

当日予約可（1時間前まで）。前日予約で店休日

も可能です。他、全メニューテイクアウト可。

ご注文は、前日までに

お願いします。

テイクアウトは、2%引きで

販売します。

その他サンドイッチ、ドリンク

もお持ち帰りできます。お電話

1本でご用意いたします。

高齢の方向けに量は少なめ、塩分は控えめ、骨も取り除

きます。旬のお魚を煮魚や焼魚、お刺身にしたり、日替

りで内容が変わります。

17:30まで注文ＯＫ

注文は、店頭またはお電話でお願いします。

どんどんのお持ち帰りは選べる2種類。

①ご自宅で温めて調理

②調理済み、すぐにお召し上がれます。

丼は単品のみお持ち帰り可能。

おむすびのお持ち帰りも出来ます。

割烹 宇恵喜 日本料理 魚池
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17:30まで注文ＯＫ

注文は、店頭またはお電話でお願いします。

どんどんのお持ち帰りは選べる2種類。

①ご自宅で温めて調理

②調理済み、すぐにお召し上がれます。

丼は単品のみお持ち帰り可能。

おむすびのお持ち帰りも出来ます。

割烹 宇恵喜 日本料理 魚池

小方1-4-12 高齢者向けお魚日替り弁当（540円） 西栄3-2-17 大好き♡おおたけ弁当（1,620円）

☎0827-53-5252 ☎0827-52-2511 もぶりの入った地産地消のお弁当。

営業時間 営業時間 前日までの要予約。2個より注文承ります。

11:00~19:00
毎日1個から宅配します。お支払いも日、週、月単位で

選択できます。 10:00~18:30 穴子めし（1,728円）

寿司弁当（1,850円） （仕出し対応時間） ていねいに低温調理したふわふわ穴子です。

宅　配：あり にぎり寿司4貫、花巻き寿司1本に天ぷらや野菜サラダが

入った豪華なお弁当。当店人気No.1
宅　配：あり

定休日：木 定休日：水

URL

https://www.kappu.ueki.jp

URL

https://uoike.com

Otake バル gaku かっぱ

新町1-3-3 ランチBox スープ付（700円） 新町1-7-5 お好み焼き（700円）

☎0827-93-2215 内容はお問い合わせください。 ☎0827-52-4421 肉玉そば or うどん

営業時間 営業時間 串盛り5本セット（1,200円）

11:30~13:00 17:00~25:00 牛串、豚バラ、鶏、各種

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、月 定休日：日

支留比亜珈琲 大竹店（トライアル内） 居酒屋 泰心

晴海2-10-46 三元豚のカツサンド（1,026円） 新町1-8-9 泰心弁当（1,296円）

☎0827-30-8688 当店人気No.1 ☎0827-53-7878
泰心自慢の海鮮巻き寿司に7種類のおかず付きのお得な

お弁当です。

営業時間 ハムエッグトースト（810円） 営業時間 泰心おまかせ握り弁当（1,620円）

7:00~19:00 当店人気No.2 17:00~20:00
おまかせの握り6貫に7種類のおかず付きのお得なお弁当

です。

（L.O18:30） （テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：なし 定休日：日

URL

http://www.silvia-ootake.com

ちこ どんどん 大竹店

新町1-10-3 お好み焼　シングル（600円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
肉うどん（460円）

☎0827-52-7961 そば（うどん）肉玉 ☎0827-57-2858 どんどん人気No.1メニューの肉うどん。

営業時間 お好み焼　ダブル（880円） 営業時間

10:30～17:30 そば（うどん）ダブル　肉玉 10:00~21:00

（L.O.20:30） カツ丼（550円）

宅　配：なし 宅　配：なし うどんだけではなく、丼もオススメです。

他に玉子丼、親子丼もあります。

定休日：水 定休日：なし

URL

http://www.s-dondon.co.jp

他にもテイクアウト承ります。

注文は店頭または電話にて。

当日予約可（1時間前まで）。前日予約で店休日

も可能です。他、全メニューテイクアウト可。

ご注文は、前日までに

お願いします。

テイクアウトは、2%引きで

販売します。

その他サンドイッチ、ドリンク

もお持ち帰りできます。お電話

1本でご用意いたします。

高齢の方向けに量は少なめ、塩分は控えめ、骨も取り除

きます。旬のお魚を煮魚や焼魚、お刺身にしたり、日替

りで内容が変わります。

17:30まで注文ＯＫ

注文は、店頭またはお電話でお願いします。

どんどんのお持ち帰りは選べる2種類。

①ご自宅で温めて調理

②調理済み、すぐにお召し上がれます。

丼は単品のみお持ち帰り可能。

おむすびのお持ち帰りも出来ます。

割烹 宇恵喜 日本料理 魚池

小方1-4-12 高齢者向けお魚日替り弁当（540円） 西栄3-2-17 大好き♡おおたけ弁当（1,620円）

☎0827-53-5252 ☎0827-52-2511 もぶりの入った地産地消のお弁当。

営業時間 営業時間 前日までの要予約。2個より注文承ります。

11:00~19:00
毎日1個から宅配します。お支払いも日、週、月単位で

選択できます。 10:00~18:30 穴子めし（1,728円）

寿司弁当（1,850円） （仕出し対応時間） ていねいに低温調理したふわふわ穴子です。

宅　配：あり にぎり寿司4貫、花巻き寿司1本に天ぷらや野菜サラダが

入った豪華なお弁当。当店人気No.1
宅　配：あり

定休日：木 定休日：水

URL

https://www.kappu.ueki.jp

URL

https://uoike.com

Otake バル gaku かっぱ

新町1-3-3 ランチBox スープ付（700円） 新町1-7-5 お好み焼き（700円）

☎0827-93-2215 内容はお問い合わせください。 ☎0827-52-4421 肉玉そば or うどん

営業時間 営業時間 串盛り5本セット（1,200円）

11:30~13:00 17:00~25:00 牛串、豚バラ、鶏、各種

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、月 定休日：日

支留比亜珈琲 大竹店（トライアル内） 居酒屋 泰心

晴海2-10-46 三元豚のカツサンド（1,026円） 新町1-8-9 泰心弁当（1,296円）

☎0827-30-8688 当店人気No.1 ☎0827-53-7878
泰心自慢の海鮮巻き寿司に7種類のおかず付きのお得な

お弁当です。

営業時間 ハムエッグトースト（810円） 営業時間 泰心おまかせ握り弁当（1,620円）

7:00~19:00 当店人気No.2 17:00~20:00
おまかせの握り6貫に7種類のおかず付きのお得なお弁当

です。

（L.O18:30） （テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：なし 定休日：日

URL

http://www.silvia-ootake.com

ちこ どんどん 大竹店

新町1-10-3 お好み焼　シングル（600円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
肉うどん（460円）

☎0827-52-7961 そば（うどん）肉玉 ☎0827-57-2858 どんどん人気No.1メニューの肉うどん。

営業時間 お好み焼　ダブル（880円） 営業時間

10:30～17:30 そば（うどん）ダブル　肉玉 10:00~21:00

（L.O.20:30） カツ丼（550円）

宅　配：なし 宅　配：なし うどんだけではなく、丼もオススメです。

他に玉子丼、親子丼もあります。

定休日：水 定休日：なし

URL

http://www.s-dondon.co.jp

他にもテイクアウト承ります。

注文は店頭または電話にて。

当日予約可（1時間前まで）。前日予約で店休日

も可能です。他、全メニューテイクアウト可。

ご注文は、前日までに

お願いします。

テイクアウトは、2%引きで

販売します。

その他サンドイッチ、ドリンク

もお持ち帰りできます。お電話

1本でご用意いたします。

高齢の方向けに量は少なめ、塩分は控えめ、骨も取り除

きます。旬のお魚を煮魚や焼魚、お刺身にしたり、日替

りで内容が変わります。

17:30まで注文ＯＫ

注文は、店頭またはお電話でお願いします。

どんどんのお持ち帰りは選べる2種類。

①ご自宅で温めて調理

②調理済み、すぐにお召し上がれます。

丼は単品のみお持ち帰り可能。

おむすびのお持ち帰りも出来ます。

Otake バル gaku

新町1-3-3 ランチBox スープ付（700円）

☎0827-93-2215 内容はお問い合わせください。

営業時間

11:30~13:00

宅　配：なし

定休日：日、月

ご注文は、前日10:00～12:00までに

お願いします。

ちこ 新町店

新町1-10-3 お好み焼　シングル（600円）

☎0827-52-7961 そば（うどん）肉玉

営業時間 お好み焼　ダブル（880円）

10:30～17:30 そば（うどん）ダブル　肉玉

宅　配：なし

定休日：水
17:30まで注文ＯＫ

注文は、店頭またはお電話でお願いします。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

お好み焼き えっと おこのみ村

南栄2-13-5 各種お好み焼き（650円～） 新町2-8-10 お好み焼（600円）

☎080-9038-9623 お好み焼き全種とトッピング全種 ☎0827-53-3635 そば肉玉

営業時間 各種一品料理（350円～） 営業時間 お好み焼ダブル（700円）

11:00~14:00 おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ） 10:00~14:00 そばダブル肉玉

17:00~21:00 16:00~19:30

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、祝 定休日：木

URL

https://m.facebook.com/okoetto123/

シカゴピザ 大竹店 隠れ家 奨太

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円） 玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-53-5434
その他、ドリア、グラタン、チキン、ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ
☎0827-57-8488

ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 温玉親子丼（950円） 営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

11:00~14:00
その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ 16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

16:30~20:30

宅　配：あり 宅　配：なし

定休日：水 定休日：月

鉄板＆炉端焼き たいしん たこやき大八 大竹

新町1-8-10 お好み焼「たいしん焼」（842円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
大八たこやき（8個600円 12個880円）

☎0827-28-4611 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼 ☎0120-59-1308
当店のスタンダード。

タコだけを入れたシンプルなたこやき。

営業時間 和牛カルビプレート（1,382円） 営業時間 マヨ入大八（8個650円 12個950円）

17:00~20:00
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、サラダ付きの

お得セット。 11:00～20:00
大八たこやきの中にマヨネーズを入れ、

ブラックペッパーで味を引きしめました。

（テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：なし

のyaki 八剣伝 大竹みどり橋店

油見3-18-11 小イワシ天麩羅（650円） 北栄6-8 焼き鳥各種（130円～）

☎0827-52-7085 ☎0827-54-1833 通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

営業時間 赤豚肩ロースステーキ（750円） 営業時間 揚げ物各種（200円～）

11:00~13:00 17:00~23:00 通常店内でお召し上がれる揚げ物全種です。

18:00~20:00 ＊状況により、閉店時間を

　前倒すことがございま

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：木 定休日：不定休

予約できます。

テイクアウトできます。

他にも色々メニューあり。季節メニューで色々変わ

ります。テイクアウトチラシは店頭にあります。

電話予約、当日来店注文できます。

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。

容器代＋20円（焼き鳥10本程度）かかります。その

他にもメニューはたくさんございますので、お問い

合わせください。生もの、汁物以外は、基本的にテ

イクアウト可能です。

ご来店の30分前を目途にご注文ください。通常

メニューもお持ち帰りいただけます。詳しく

は、グルメサイト「ヒトサラ」をご参照くださ

い。

＊5/7（木）以降の営業と

　なります。

日替わりメニューも一部

ございます。詳しくは、

インスタグラムかお電話にて。

トッピングもあります。

Tel予約してください。

お好み焼き えっと おこのみ村

南栄2-13-5 各種お好み焼き（650円～） 新町2-8-10 お好み焼（600円）

☎080-9038-9623 お好み焼き全種とトッピング全種 ☎0827-53-3635 そば肉玉

営業時間 各種一品料理（350円～） 営業時間 お好み焼ダブル（700円）

11:00~14:00 おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ） 10:00~14:00 そばダブル肉玉

17:00~21:00 16:00~19:30

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、祝 定休日：木

URL

https://m.facebook.com/okoetto123/

シカゴピザ 大竹店 隠れ家 奨太

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円） 玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-53-5434
その他、ドリア、グラタン、チキン、ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ
☎0827-57-8488

ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 温玉親子丼（950円） 営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

11:00~14:00
その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ 16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

16:30~20:30

宅　配：あり 宅　配：なし

定休日：水 定休日：月

鉄板＆炉端焼き たいしん たこやき大八 大竹

新町1-8-10 お好み焼「たいしん焼」（842円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
大八たこやき（8個600円 12個880円）

☎0827-28-4611 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼 ☎0120-59-1308
当店のスタンダード。

タコだけを入れたシンプルなたこやき。

営業時間 和牛カルビプレート（1,382円） 営業時間 マヨ入大八（8個650円 12個950円）

17:00~20:00
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、サラダ付きの

お得セット。 11:00～20:00
大八たこやきの中にマヨネーズを入れ、

ブラックペッパーで味を引きしめました。

（テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：なし

のyaki 八剣伝 大竹みどり橋店

油見3-18-11 小イワシ天麩羅（650円） 北栄6-8 焼き鳥各種（130円～）

☎0827-52-7085 ☎0827-54-1833 通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

営業時間 赤豚肩ロースステーキ（750円） 営業時間 揚げ物各種（200円～）

11:00~13:00 17:00~23:00 通常店内でお召し上がれる揚げ物全種です。

18:00~20:00 ＊状況により、閉店時間を

　前倒すことがございま

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：木 定休日：不定休

予約できます。

テイクアウトできます。

他にも色々メニューあり。季節メニューで色々変わ

ります。テイクアウトチラシは店頭にあります。

電話予約、当日来店注文できます。

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。

容器代＋20円（焼き鳥10本程度）かかります。その

他にもメニューはたくさんございますので、お問い

合わせください。生もの、汁物以外は、基本的にテ

イクアウト可能です。

ご来店の30分前を目途にご注文ください。通常

メニューもお持ち帰りいただけます。詳しく

は、グルメサイト「ヒトサラ」をご参照くださ

い。

＊5/7（木）以降の営業と

　なります。

日替わりメニューも一部

ございます。詳しくは、

インスタグラムかお電話にて。

トッピングもあります。

Tel予約してください。

お好み焼き えっと おこのみ村

南栄2-13-5 各種お好み焼き（650円～） 新町2-8-10 お好み焼（600円）

☎080-9038-9623 お好み焼き全種とトッピング全種 ☎0827-53-3635 そば肉玉

営業時間 各種一品料理（350円～） 営業時間 お好み焼ダブル（700円）

11:00~14:00 おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ） 10:00~14:00 そばダブル肉玉

17:00~21:00 16:00~19:30

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、祝 定休日：木

URL

https://m.facebook.com/okoetto123/

シカゴピザ 大竹店 隠れ家 奨太

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円） 玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-53-5434
その他、ドリア、グラタン、チキン、ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ
☎0827-57-8488

ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 温玉親子丼（950円） 営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

11:00~14:00
その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ 16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

16:30~20:30

宅　配：あり 宅　配：なし

定休日：水 定休日：月

鉄板＆炉端焼き たいしん たこやき大八 大竹

新町1-8-10 お好み焼「たいしん焼」（842円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
大八たこやき（8個600円 12個880円）

☎0827-28-4611 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼 ☎0120-59-1308
当店のスタンダード。

タコだけを入れたシンプルなたこやき。

営業時間 和牛カルビプレート（1,382円） 営業時間 マヨ入大八（8個650円 12個950円）

17:00~20:00
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、サラダ付きの

お得セット。 11:00～20:00
大八たこやきの中にマヨネーズを入れ、

ブラックペッパーで味を引きしめました。

（テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：なし

のyaki 八剣伝 大竹みどり橋店

油見3-18-11 小イワシ天麩羅（650円） 北栄6-8 焼き鳥各種（130円～）

☎0827-52-7085 ☎0827-54-1833 通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

営業時間 赤豚肩ロースステーキ（750円） 営業時間 揚げ物各種（200円～）

11:00~13:00 17:00~23:00 通常店内でお召し上がれる揚げ物全種です。

18:00~20:00 ＊状況により、閉店時間を

　前倒すことがございま

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：木 定休日：不定休

予約できます。

テイクアウトできます。

他にも色々メニューあり。季節メニューで色々変わ

ります。テイクアウトチラシは店頭にあります。

電話予約、当日来店注文できます。

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。

容器代＋20円（焼き鳥10本程度）かかります。その

他にもメニューはたくさんございますので、お問い

合わせください。生もの、汁物以外は、基本的にテ

イクアウト可能です。

ご来店の30分前を目途にご注文ください。通常

メニューもお持ち帰りいただけます。詳しく

は、グルメサイト「ヒトサラ」をご参照くださ

い。

＊5/7（木）以降の営業と

　なります。

日替わりメニューも一部

ございます。詳しくは、

インスタグラムかお電話にて。

トッピングもあります。

Tel予約してください。

お好み焼き えっと おこのみ村

南栄2-13-5 各種お好み焼き（650円～） 新町2-8-10 お好み焼（600円）

☎080-9038-9623 お好み焼き全種とトッピング全種 ☎0827-53-3635 そば肉玉

営業時間 各種一品料理（350円～） 営業時間 お好み焼ダブル（700円）

11:00~14:00 おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ） 10:00~14:00 そばダブル肉玉

17:00~21:00 16:00~19:30

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、祝 定休日：木

URL

https://m.facebook.com/okoetto123/

シカゴピザ 大竹店 隠れ家 奨太

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円） 玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-53-5434
その他、ドリア、グラタン、チキン、ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ
☎0827-57-8488

ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 温玉親子丼（950円） 営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

11:00~14:00
その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ 16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

16:30~20:30

宅　配：あり 宅　配：なし

定休日：水 定休日：月

鉄板＆炉端焼き たいしん たこやき大八 大竹

新町1-8-10 お好み焼「たいしん焼」（842円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
大八たこやき（8個600円 12個880円）

☎0827-28-4611 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼 ☎0120-59-1308
当店のスタンダード。

タコだけを入れたシンプルなたこやき。

営業時間 和牛カルビプレート（1,382円） 営業時間 マヨ入大八（8個650円 12個950円）

17:00~20:00
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、サラダ付きの

お得セット。 11:00～20:00
大八たこやきの中にマヨネーズを入れ、

ブラックペッパーで味を引きしめました。

（テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：なし

のyaki 八剣伝 大竹みどり橋店

油見3-18-11 小イワシ天麩羅（650円） 北栄6-8 焼き鳥各種（130円～）

☎0827-52-7085 ☎0827-54-1833 通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

営業時間 赤豚肩ロースステーキ（750円） 営業時間 揚げ物各種（200円～）

11:00~13:00 17:00~23:00 通常店内でお召し上がれる揚げ物全種です。

18:00~20:00 ＊状況により、閉店時間を

　前倒すことがございま

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：木 定休日：不定休

予約できます。

テイクアウトできます。

他にも色々メニューあり。季節メニューで色々変わ

ります。テイクアウトチラシは店頭にあります。

電話予約、当日来店注文できます。

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。

容器代＋20円（焼き鳥10本程度）かかります。その

他にもメニューはたくさんございますので、お問い

合わせください。生もの、汁物以外は、基本的にテ

イクアウト可能です。

ご来店の30分前を目途にご注文ください。通常

メニューもお持ち帰りいただけます。詳しく

は、グルメサイト「ヒトサラ」をご参照くださ

い。

＊5/7（木）以降の営業と

　なります。

日替わりメニューも一部

ございます。詳しくは、

インスタグラムかお電話にて。

トッピングもあります。

Tel予約してください。

お好み焼き えっと おこのみ村

南栄2-13-5 各種お好み焼き（650円～） 新町2-8-10 お好み焼（600円）

☎080-9038-9623 お好み焼き全種とトッピング全種 ☎0827-53-3635 そば肉玉

営業時間 各種一品料理（350円～） 営業時間 お好み焼ダブル（700円）

11:00~14:00 おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ） 10:00~14:00 そばダブル肉玉

17:00~21:00 16:00~19:30

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、祝 定休日：木

URL

https://m.facebook.com/okoetto123/

シカゴピザ 大竹店 隠れ家 奨太

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円） 玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-53-5434
その他、ドリア、グラタン、チキン、ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ
☎0827-57-8488

ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 温玉親子丼（950円） 営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

11:00~14:00
その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ 16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

16:30~20:30

宅　配：あり 宅　配：なし

定休日：水 定休日：月

鉄板＆炉端焼き たいしん たこやき大八 大竹

新町1-8-10 お好み焼「たいしん焼」（842円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
大八たこやき（8個600円 12個880円）

☎0827-28-4611 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼 ☎0120-59-1308
当店のスタンダード。

タコだけを入れたシンプルなたこやき。

営業時間 和牛カルビプレート（1,382円） 営業時間 マヨ入大八（8個650円 12個950円）

17:00~20:00
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、サラダ付きの

お得セット。 11:00～20:00
大八たこやきの中にマヨネーズを入れ、

ブラックペッパーで味を引きしめました。

（テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：なし

のyaki 八剣伝 大竹みどり橋店

油見3-18-11 小イワシ天麩羅（650円） 北栄6-8 焼き鳥各種（130円～）

☎0827-52-7085 ☎0827-54-1833 通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

営業時間 赤豚肩ロースステーキ（750円） 営業時間 揚げ物各種（200円～）

11:00~13:00 17:00~23:00 通常店内でお召し上がれる揚げ物全種です。

18:00~20:00 ＊状況により、閉店時間を

　前倒すことがございま

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：木 定休日：不定休

予約できます。

テイクアウトできます。

他にも色々メニューあり。季節メニューで色々変わ

ります。テイクアウトチラシは店頭にあります。

電話予約、当日来店注文できます。

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。

容器代＋20円（焼き鳥10本程度）かかります。その

他にもメニューはたくさんございますので、お問い

合わせください。生もの、汁物以外は、基本的にテ

イクアウト可能です。

ご来店の30分前を目途にご注文ください。通常

メニューもお持ち帰りいただけます。詳しく

は、グルメサイト「ヒトサラ」をご参照くださ

い。

＊5/7（木）以降の営業と

　なります。

日替わりメニューも一部

ございます。詳しくは、

インスタグラムかお電話にて。

トッピングもあります。

Tel予約してください。

お好み焼き えっと おこのみ村

南栄2-13-5 各種お好み焼き（650円～） 新町2-8-10 お好み焼（600円）

☎080-9038-9623 お好み焼き全種とトッピング全種 ☎0827-53-3635 そば肉玉

営業時間 各種一品料理（350円～） 営業時間 お好み焼ダブル（700円）

11:00~14:00 おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ） 10:00~14:00 そばダブル肉玉

17:00~21:00 16:00~19:30

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日、祝 定休日：木

URL

https://m.facebook.com/okoetto123/

シカゴピザ 大竹店 隠れ家 奨太

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円） 玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-53-5434
その他、ドリア、グラタン、チキン、ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ
☎0827-57-8488

ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 温玉親子丼（950円） 営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

11:00~14:00
その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ 16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

16:30~20:30

宅　配：あり 宅　配：なし

定休日：水 定休日：月

鉄板＆炉端焼き たいしん たこやき大八 大竹

新町1-8-10 お好み焼「たいしん焼」（842円）
晴海1-6-1

ゆめタウン大竹1階
大八たこやき（8個600円 12個880円）

☎0827-28-4611 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼 ☎0120-59-1308
当店のスタンダード。

タコだけを入れたシンプルなたこやき。

営業時間 和牛カルビプレート（1,382円） 営業時間 マヨ入大八（8個650円 12個950円）

17:00~20:00
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、サラダ付きの

お得セット。 11:00～20:00
大八たこやきの中にマヨネーズを入れ、

ブラックペッパーで味を引きしめました。

（テイクアウト対応時間）

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：なし

のyaki 八剣伝 大竹みどり橋店

油見3-18-11 小イワシ天麩羅（650円） 北栄6-8 焼き鳥各種（130円～）

☎0827-52-7085 ☎0827-54-1833 通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

営業時間 赤豚肩ロースステーキ（750円） 営業時間 揚げ物各種（200円～）

11:00~13:00 17:00~23:00 通常店内でお召し上がれる揚げ物全種です。

18:00~20:00 ＊状況により、閉店時間を

　前倒すことがございま

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：木 定休日：不定休

予約できます。

テイクアウトできます。

他にも色々メニューあり。季節メニューで色々変わ

ります。テイクアウトチラシは店頭にあります。

電話予約、当日来店注文できます。

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。

容器代＋20円（焼き鳥10本程度）かかります。その

他にもメニューはたくさんございますので、お問い

合わせください。生もの、汁物以外は、基本的にテ

イクアウト可能です。

ご来店の30分前を目途にご注文ください。通常

メニューもお持ち帰りいただけます。詳しく

は、グルメサイト「ヒトサラ」をご参照くださ

い。

＊5/7（木）以降の営業と

　なります。

日替わりメニューも一部

ございます。詳しくは、

インスタグラムかお電話にて。

トッピングもあります。

Tel予約してください。

シカゴピザ 大竹店

油見3-11-13 ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円）

☎0827-53-5434

営業時間

11:00~14:00

16:30~20:30 温玉親子丼（950円）

宅　配：あり その他、カツ丼、天丼、うどんなど

詳細は、どんぶり名人ホームページへ

定休日：水

その他、ドリア、グラタン、チキン、

ポテトなど

詳細は、シカゴピザホームページへ

予約できます。

テイクアウトできます。

隠れ家 奨太

玖波5-6-24 おまかせミックス焼き2~3人前（3,200円）

☎0827-57-8488
ぶちうまホルモンを含む4~5種のミックス焼き

（味噌、塩）

営業時間 和牛焼肉丼（肉の種類に応じて850円～）

16:00~23:00 和牛の贅沢な丼ぶりです。

宅　配：なし

定休日：不定休

                     （ほぼ月曜日）

ご注文は、お電話にて

前日までにお願いします。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

お好み焼 藤 中国料理 鳳凰

黒川3-16-16 肉玉そば or うどん（800円） 油見3-26-1 日替ランチ弁当（842円）

☎0827-57-7851 トッピング色々（各150円） ☎0827-53-6079 冷菜・揚物・ライス・香物・メイン料理

営業時間 焼そば or うどん（800円） 営業時間 日替幕の内弁当（1,042円）

10:00~14:00 11:00~14:00 冷菜・揚物・ライス・香物・蒸し物・メイン料理

17:00~21:00 オーナーおすすめファミリーパックもあります。

宅　配：あり 宅　配：なし 3,240円（2～3人用）6,480円（3～4人用）

10,800円（5～6人用）

定休日：不定休

家庭料理 穂 シシリー ディ メイプルシティ

南栄2-2-3-2 からだに優しい日替り弁当（1,000円） 立戸4-2-12 ピザ各種（1,555円～ 箱代込み）

☎0827-93-4080
きのこ類や緑黄色野菜を使ったメニューと日替わりの肉

料理や魚料理に玄米や麦ごはん、雑穀米などのお弁当。
☎0827-53-3319 マルゲリータ、カプリチョーザ、デリチオーザ他

営業時間 単品＋（プラス）（600円～） 営業時間 バタートースト、ガーリックトースト（各172円）

17:00~22:00
単品メニューに、プラス350円でごはんの付いたお弁

当、またはサラダ or 本日の一品が付きます。 11:00~15:00(L.O14:30) 箱代等はかかりません。

（予約20:00まで） （単品）唐揚げ、天ぷら各種、とんかつ、野菜炒め、

　　　　焼魚、生姜焼き、ホルモンなど 17:00~21:00(L.O20:00)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：12/31、1/1

URL

http://maplecity.jp/sicily

おおたけ駅前食堂 やまぐち屋 huit∞（ユイット）

新町1-8-22 日替わり弁当（700円） 新町1-6-5 テイクアウトパスタ（750円）

☎0827-52-2041
栄養満点手づくり弁当。

平日(定休日除く)11:00～14:30までの個数限定です。
☎0827-28-2908 3種類のソースよりお選びください。

営業時間 サービスランチ弁当（700円） 営業時間 季節の有機野菜のサラダ（500円）

11:00～14:30
とんかつまたは白身魚フライのいずれか選べます。

営業時間内であれば注文承ります。 11:30~14:30 自家製ドレッシング2種付き

17:00～21:00 18:00~21:00(金・土の

み)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：火 定休日：月

お好み焼 わだ

本町2-4-15 お好み焼（650円）

☎0827-53-3851 そば or うどん肉玉

営業時間

11:00~14:00

17:00~21:00

宅　配：あり

定休日：月・火

お客様のご都合に合わせて、配達予約承りま

す。（夕方まで）
その他のテイクアウト承ります。

事前のTel予約でお待たせ致しません。

当日分は20時まで。事前のお電話でお待たせし

ません。ご注文、メニュー等詳しくはお電話く

ださい。

定休日：

　水、第1・第3日

営業状況により、ご用意でき

る時間が変わることがありま

す。要Tel確認、またはホーム

ページをご覧ください。

他各種テイクアウトメニュー

あります。ご注文は、店頭

またはお電話にて。

大竹商工会議所インスタグラム 
https://www.instagram.com/otakecci/ 

 

 

大竹商工会議所ホームページ 
http://www.otakecci.or.jp/ 

お好み焼 藤 中国料理 鳳凰

黒川3-16-16 肉玉そば or うどん（800円） 油見3-26-1 日替ランチ弁当（842円）

☎0827-57-7851 トッピング色々（各150円） ☎0827-53-6079 冷菜・揚物・ライス・香物・メイン料理

営業時間 焼そば or うどん（800円） 営業時間 日替幕の内弁当（1,042円）

10:00~14:00 11:00~14:00 冷菜・揚物・ライス・香物・蒸し物・メイン料理

17:00~21:00 オーナーおすすめファミリーパックもあります。

宅　配：あり 宅　配：なし 3,240円（2～3人用）6,480円（3～4人用）

10,800円（5～6人用）

定休日：不定休

家庭料理 穂 シシリー ディ メイプルシティ

南栄2-2-3-2 からだに優しい日替り弁当（1,000円） 立戸4-2-12 ピザ各種（1,555円～ 箱代込み）

☎0827-93-4080
きのこ類や緑黄色野菜を使ったメニューと日替わりの肉

料理や魚料理に玄米や麦ごはん、雑穀米などのお弁当。
☎0827-53-3319 マルゲリータ、カプリチョーザ、デリチオーザ他

営業時間 単品＋（プラス）（600円～） 営業時間 バタートースト、ガーリックトースト（各172円）

17:00~22:00
単品メニューに、プラス350円でごはんの付いたお弁

当、またはサラダ or 本日の一品が付きます。 11:00~15:00(L.O14:30) 箱代等はかかりません。

（予約20:00まで） （単品）唐揚げ、天ぷら各種、とんかつ、野菜炒め、

　　　　焼魚、生姜焼き、ホルモンなど 17:00~21:00(L.O20:00)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：12/31、1/1

URL

http://maplecity.jp/sicily

おおたけ駅前食堂 やまぐち屋 huit∞（ユイット）

新町1-8-22 日替わり弁当（700円） 新町1-6-5 テイクアウトパスタ（750円）

☎0827-52-2041
栄養満点手づくり弁当。

平日(定休日除く)11:00～14:30までの個数限定です。
☎0827-28-2908 3種類のソースよりお選びください。

営業時間 サービスランチ弁当（700円） 営業時間 季節の有機野菜のサラダ（500円）

11:00～14:30
とんかつまたは白身魚フライのいずれか選べます。

営業時間内であれば注文承ります。 11:30~14:30 自家製ドレッシング2種付き

17:00～21:00 18:00~21:00(金・土の

み)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：火 定休日：月

お好み焼 わだ

本町2-4-15 お好み焼（650円）

☎0827-53-3851 そば or うどん肉玉

営業時間

11:00~14:00

17:00~21:00

宅　配：あり

定休日：月・火

お客様のご都合に合わせて、配達予約承りま

す。（夕方まで）
その他のテイクアウト承ります。

事前のTel予約でお待たせ致しません。

当日分は20時まで。事前のお電話でお待たせし

ません。ご注文、メニュー等詳しくはお電話く

ださい。

定休日：

　水、第1・第3日

営業状況により、ご用意でき

る時間が変わることがありま

す。要Tel確認、またはホーム

ページをご覧ください。

他各種テイクアウトメニュー

あります。ご注文は、店頭

またはお電話にて。

お好み焼 藤 中国料理 鳳凰

黒川3-16-16 肉玉そば or うどん（800円） 油見3-26-1 日替ランチ弁当（842円）

☎0827-57-7851 トッピング色々（各150円） ☎0827-53-6079 冷菜・揚物・ライス・香物・メイン料理

営業時間 焼そば or うどん（800円） 営業時間 日替幕の内弁当（1,042円）

10:00~14:00 11:00~14:00 冷菜・揚物・ライス・香物・蒸し物・メイン料理

17:00~21:00 オーナーおすすめファミリーパックもあります。

宅　配：あり 宅　配：なし 3,240円（2～3人用）6,480円（3～4人用）

10,800円（5～6人用）

定休日：不定休

家庭料理 穂 シシリー ディ メイプルシティ

南栄2-2-3-2 からだに優しい日替り弁当（1,000円） 立戸4-2-12 ピザ各種（1,555円～ 箱代込み）

☎0827-93-4080
きのこ類や緑黄色野菜を使ったメニューと日替わりの肉

料理や魚料理に玄米や麦ごはん、雑穀米などのお弁当。
☎0827-53-3319 マルゲリータ、カプリチョーザ、デリチオーザ他

営業時間 単品＋（プラス）（600円～） 営業時間 バタートースト、ガーリックトースト（各172円）

17:00~22:00
単品メニューに、プラス350円でごはんの付いたお弁

当、またはサラダ or 本日の一品が付きます。 11:00~15:00(L.O14:30) 箱代等はかかりません。

（予約20:00まで） （単品）唐揚げ、天ぷら各種、とんかつ、野菜炒め、

　　　　焼魚、生姜焼き、ホルモンなど 17:00~21:00(L.O20:00)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：12/31、1/1

URL

http://maplecity.jp/sicily

おおたけ駅前食堂 やまぐち屋 huit∞（ユイット）

新町1-8-22 日替わり弁当（700円） 新町1-6-5 テイクアウトパスタ（750円）

☎0827-52-2041
栄養満点手づくり弁当。

平日(定休日除く)11:00～14:30までの個数限定です。
☎0827-28-2908 3種類のソースよりお選びください。

営業時間 サービスランチ弁当（700円） 営業時間 季節の有機野菜のサラダ（500円）

11:00～14:30
とんかつまたは白身魚フライのいずれか選べます。

営業時間内であれば注文承ります。 11:30~14:30 自家製ドレッシング2種付き

17:00～21:00 18:00~21:00(金・土の

み)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：火 定休日：月

お好み焼 わだ

本町2-4-15 お好み焼（650円）

☎0827-53-3851 そば or うどん肉玉

営業時間

11:00~14:00

17:00~21:00

宅　配：あり

定休日：月・火

お客様のご都合に合わせて、配達予約承りま

す。（夕方まで）
その他のテイクアウト承ります。

事前のTel予約でお待たせ致しません。

当日分は20時まで。事前のお電話でお待たせし

ません。ご注文、メニュー等詳しくはお電話く

ださい。

定休日：

　水、第1・第3日

営業状況により、ご用意でき

る時間が変わることがありま

す。要Tel確認、またはホーム

ページをご覧ください。

他各種テイクアウトメニュー

あります。ご注文は、店頭

またはお電話にて。

お好み焼 藤 中国料理 鳳凰

黒川3-16-16 肉玉そば or うどん（800円） 油見3-26-1 日替ランチ弁当（842円）

☎0827-57-7851 トッピング色々（各150円） ☎0827-53-6079 冷菜・揚物・ライス・香物・メイン料理

営業時間 焼そば or うどん（800円） 営業時間 日替幕の内弁当（1,042円）

10:00~14:00 11:00~14:00 冷菜・揚物・ライス・香物・蒸し物・メイン料理

17:00~21:00 オーナーおすすめファミリーパックもあります。

宅　配：あり 宅　配：なし 3,240円（2～3人用）6,480円（3～4人用）

10,800円（5～6人用）

定休日：不定休

家庭料理 穂 シシリー ディ メイプルシティ

南栄2-2-3-2 からだに優しい日替り弁当（1,000円） 立戸4-2-12 ピザ各種（1,555円～ 箱代込み）

☎0827-93-4080
きのこ類や緑黄色野菜を使ったメニューと日替わりの肉

料理や魚料理に玄米や麦ごはん、雑穀米などのお弁当。
☎0827-53-3319 マルゲリータ、カプリチョーザ、デリチオーザ他

営業時間 単品＋（プラス）（600円～） 営業時間 バタートースト、ガーリックトースト（各172円）

17:00~22:00
単品メニューに、プラス350円でごはんの付いたお弁

当、またはサラダ or 本日の一品が付きます。 11:00~15:00(L.O14:30) 箱代等はかかりません。

（予約20:00まで） （単品）唐揚げ、天ぷら各種、とんかつ、野菜炒め、

　　　　焼魚、生姜焼き、ホルモンなど 17:00~21:00(L.O20:00)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：12/31、1/1

URL

http://maplecity.jp/sicily

おおたけ駅前食堂 やまぐち屋 huit∞（ユイット）

新町1-8-22 日替わり弁当（700円） 新町1-6-5 テイクアウトパスタ（750円）

☎0827-52-2041
栄養満点手づくり弁当。

平日(定休日除く)11:00～14:30までの個数限定です。
☎0827-28-2908 3種類のソースよりお選びください。

営業時間 サービスランチ弁当（700円） 営業時間 季節の有機野菜のサラダ（500円）

11:00～14:30
とんかつまたは白身魚フライのいずれか選べます。

営業時間内であれば注文承ります。 11:30~14:30 自家製ドレッシング2種付き

17:00～21:00 18:00~21:00(金・土の

み)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：火 定休日：月

お好み焼 わだ

本町2-4-15 お好み焼（650円）

☎0827-53-3851 そば or うどん肉玉

営業時間

11:00~14:00

17:00~21:00

宅　配：あり

定休日：月・火

お客様のご都合に合わせて、配達予約承りま

す。（夕方まで）
その他のテイクアウト承ります。

事前のTel予約でお待たせ致しません。

当日分は20時まで。事前のお電話でお待たせし

ません。ご注文、メニュー等詳しくはお電話く

ださい。

定休日：

　水、第1・第3日

営業状況により、ご用意でき

る時間が変わることがありま

す。要Tel確認、またはホーム

ページをご覧ください。

他各種テイクアウトメニュー

あります。ご注文は、店頭

またはお電話にて。

お好み焼 藤 中国料理 鳳凰

黒川3-16-16 肉玉そば or うどん（800円） 油見3-26-1 日替ランチ弁当（842円）

☎0827-57-7851 トッピング色々（各150円） ☎0827-53-6079 冷菜・揚物・ライス・香物・メイン料理

営業時間 焼そば or うどん（800円） 営業時間 日替幕の内弁当（1,042円）

10:00~14:00 11:00~14:00 冷菜・揚物・ライス・香物・蒸し物・メイン料理

17:00~21:00 オーナーおすすめファミリーパックもあります。

宅　配：あり 宅　配：なし 3,240円（2～3人用）6,480円（3～4人用）

10,800円（5～6人用）

定休日：不定休

家庭料理 穂 シシリー ディ メイプルシティ

南栄2-2-3-2 からだに優しい日替り弁当（1,000円） 立戸4-2-12 ピザ各種（1,555円～ 箱代込み）

☎0827-93-4080
きのこ類や緑黄色野菜を使ったメニューと日替わりの肉

料理や魚料理に玄米や麦ごはん、雑穀米などのお弁当。
☎0827-53-3319 マルゲリータ、カプリチョーザ、デリチオーザ他

営業時間 単品＋（プラス）（600円～） 営業時間 バタートースト、ガーリックトースト（各172円）

17:00~22:00
単品メニューに、プラス350円でごはんの付いたお弁

当、またはサラダ or 本日の一品が付きます。 11:00~15:00(L.O14:30) 箱代等はかかりません。

（予約20:00まで） （単品）唐揚げ、天ぷら各種、とんかつ、野菜炒め、

　　　　焼魚、生姜焼き、ホルモンなど 17:00~21:00(L.O20:00)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：日 定休日：12/31、1/1

URL

http://maplecity.jp/sicily

おおたけ駅前食堂 やまぐち屋 huit∞（ユイット）

新町1-8-22 日替わり弁当（700円） 新町1-6-5 テイクアウトパスタ（750円）

☎0827-52-2041
栄養満点手づくり弁当。

平日(定休日除く)11:00～14:30までの個数限定です。
☎0827-28-2908 3種類のソースよりお選びください。

営業時間 サービスランチ弁当（700円） 営業時間 季節の有機野菜のサラダ（500円）

11:00～14:30
とんかつまたは白身魚フライのいずれか選べます。

営業時間内であれば注文承ります。 11:30~14:30 自家製ドレッシング2種付き

17:00～21:00 18:00~21:00(金・土の

み)

宅　配：なし 宅　配：なし

定休日：火 定休日：月

お好み焼 わだ

本町2-4-15 お好み焼（650円）

☎0827-53-3851 そば or うどん肉玉

営業時間

11:00~14:00

17:00~21:00

宅　配：あり

定休日：月・火

お客様のご都合に合わせて、配達予約承りま

す。（夕方まで）
その他のテイクアウト承ります。

事前のTel予約でお待たせ致しません。

当日分は20時まで。事前のお電話でお待たせし

ません。ご注文、メニュー等詳しくはお電話く

ださい。

定休日：

　水、第1・第3日

営業状況により、ご用意でき

る時間が変わることがありま

す。要Tel確認、またはホーム

ページをご覧ください。

他各種テイクアウトメニュー

あります。ご注文は、店頭

またはお電話にて。

PC・スマホからのアクセスは 

コチラから 

 

 

huit∞（ユイット）

新町1-6-5 テイクアウトパスタ（750円）

☎0827-28-2908 3種類のソースよりお選びください。

営業時間 季節の有機野菜のサラダ（500円）

11:30~14:30 自家製ドレッシング2種付き

18:00~21:00(金・土のみ)

宅　配：なし

定休日：月

シシリー ディ メイプルシティ

立戸4-2-12 ピザ各種（1,280円～ ）＊税抜き

☎0827-53-3319

営業時間

11:00~15:00(L.O14:30)
バタートースト、ガーリックトースト

　　　　　　　　　　　　（各160円）＊税抜き

17:00~21:00(L.O20:00) 箱代等はかかりません。

宅　配：なし

定休日：12/31、1/1

URL

http://maplecity.jp/sicily

マルゲリータ、カプリチョーザ、デリチオーザ他

箱代160円かかります。

営業状況により、ご用意でき

る時間が変わることがありま

す。要Tel確認、またはホーム

ページをご覧ください。
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