広島県では緊急事態宣言が解除されましたが、
長引く外出自粛の影響もあって飲食店のみなさまは
いつ客足が戻るのか不安を抱えています。
休業要請の緩和に伴い、店内飲食を再開するお店も
徐々に増えてきました。引き続き大竹の飲食店を
大竹市民 27,000 人で応援しましょう！
①各店のメニュー、価格は一例です。
（＊印表記のないものは、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。
このパンフレットの情報は、5 月 20 日現在の情報です。

今後の状況に応じて変わることがありますので、ご注文の際は、各お店へお問い合わせください。
配達可能なお店です。
おおたけテイクアウトインスタグラム

大竹商工会議所インスタグラム

https://www.instagram.com/otake_takeout/

https://www.instagram.com/otakecci/

夜間のみの営業です。

鉄板・お好み焼き Aeeeen's （アイーンズ）
☎ 0827-35-4813
住所 西栄1-19-10第二エステートビル102
時間 11:00～14:00
17:00～21:00
宅配 なし
休み 不定休

お好み焼き そば or うどん
（810円容器代込）

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

居酒屋 一心
ラーメン（700円）
チャーシュー麺（880円）
（トッピング）
ネギ増80円
もやし増30円
背油50円

☎ 0827-52-8878
住所 新町1-8-14

夜間のみ
時間 18:00～22:00

宅配 なし

ホルモン焼き
（800円）
容器代別途50円
いただきます。
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休み 火

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。

割烹 宇恵喜
☎ 0827-53-5252
住所 小方1-4-12
時間 11:00～18:30

宅配 あり
休み 木
高齢者向けお魚日替り弁当（540円）
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。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。

寿司弁当（1,850円）
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

テイクアウトは 2%引きで販売します。
他にもテイクアウト承ります。
ご注文は、店頭またはお電話にて。

日本料理 魚池
☎ 0827-52-2511
住所 西栄3-2-17
時間 10:00～18:30
（仕出し対応時間）
宅配 あり
休み 水

大好き♡おおたけ弁当（1,620円）

穴子めし（1,728円）

もぶりの入った地産地消のお弁当。
前日までの要予約。2個より注文承ります。

ていねいに低温調理したふわふわ穴子です。

お好み焼き えっと
☎ 080-9038-9623
住所 南栄2-13-5
時間 11:00～14:00
17:00～21:00
宅配 なし
休み 日、祝

詳しくは SNS かお電話にてご確認下さい。
各種お好み焼き（650円～）
お好み焼き全種とトッピング全種
各種一品料理（350円～）
おでん、鉄板焼き等、各種おつまみ（夜のみ）

otake バル gaku
☎ 0827-93-2215
住所 新町1-3-3
時間 11:30～13:00

宅配 なし
ランチBox スープ付（700円）
内容はお問い合わせください。
容器は写真と異なる場合がございます。
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休み 日、月

ご注文は、前日 10:00～12:00 までにお願い
します。

おこのみ村
☎ 0827-53-3635
住所 新町2-8-10
時間 10:00～14:00
16:00～19:30
宅配 なし
休み 木

お好み焼（600円）
そば（うどん）肉玉

トッピングもあります。Tel 予約してください。

お好み焼ダブル（700円）
そば（うどん）ダブル肉玉

かっぱ
お好み焼き（700円）
肉玉そば or うどん

☎ 0827-52-4421
住所 新町1-7-5

夜間のみ
時間 17:00～25:00

串盛り5本セット（1,200円）
牛串、豚バラ、鶏、各種

宅配 なし
休み 日

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。

本格焼肉 韓韓
黒毛和牛弁当（2,139円）
黒毛和牛A4ランク以上のお肉
を使用しています。

☎ 0827-53-3729
住所 西栄3-17-12
時間 11:30～14:30(L.O14:00)
17:00～23:00(L.O21:50)

韓韓カルビ焼肉弁当（1,383円）
黒毛和牛の霜降りカルビを使用
しています。

宅配 なし
休み 水
ご来店いただいてからのご注文はお時間をいただきます。
事前にご連絡をいただきますと、スムーズにお渡しでき
ます。
他に上ロース弁当（1,383 円）、牛タン弁当（1,383 円）も
ございます。

シカゴピザ 大竹店
☎ 0827-53-5434
住所 油見3-11-13
時間 11:00～14:00

ダイナースペシャル Mサイズ（1,728円）
詳細は、シカゴピザホームページへ

16:30～20:30
宅配 あり
休み 水

予約できます。テイクアウトできます。
特上ダブルカツ丼（1,250円）
詳細は、どんぶり名人ホームページへ
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隠れ家 奨太
和牛焼肉丼
（肉の種類に応じて850円～）
和牛の贅沢な丼ぶりです。

☎ 0827-57-8488
住所 玖波5-6-24

夜間のみ

時間 16:00～23:00
（テイクアウトは、20：00まで）
宅配 なし

おまかせミックス焼き2～3人前
（3,200円）
ぶちうまホルモンを含む4～5種の
ミックス焼き（味噌、塩）

休み 不定休 （原則月曜、詳しくは店舗へお問い合わせください）

他にもテイクアウト承ります。
ご注文は、お電話にて前日までにお願いします。

支留比亜珈琲 大竹店
☎ 0827-30-8688
住所 晴海2-10-46
時間 7:00～19:00（L.O18:30）

宅配 なし

三元豚のカツサンド（1,026円）
当店人気No.1
ハムエッグトースト（810円）
当店人気No.2

休み なし

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。

鉄板＆炉端焼き たいしん
☎ 0827-28-4611
住所 新町1-8-10

夜間のみ

時間 17:00～20:00
（テイクアウト対応時間）
宅配 なし
休み 日

和牛カルビプレート（1,382円）
お好み焼「たいしん焼」（842円）
A5ランクの黒毛和牛のステーキにごはん、 当店自慢のふわふわとろとろなお好み焼
サラダ付きのお得セット。

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。

居酒屋 泰心
☎ 0827-53-7878
住所 新町1-8-9

夜間のみ

時間 17:00～20:00
（テイクアウト対応時間）
宅配 なし
休み 日

泰心弁当（1,296円）

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。

泰心おまかせ握り弁当（1,620円）

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。 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。
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たこやき大八 大竹
☎ 0120-59-1308
住所 晴海1-6-1ゆめタウン大竹1階
時間 11:00～20:00

宅配 なし
休み なし

大八たこやき（8個600円 12個880円）
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。
マヨ入大八（8個650円 12個950円）

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。

ちこ 新町店
☎ 0827-52-7961
住所 新町1-10-3
時間 10:30～17:30

宅配 なし
休み 水

お好み焼 シングル（600円）
そば（うどん）肉玉

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 ダブル（880円）
そば（うどん）ダブル 肉玉

どんどん 大竹店
☎ 0827-57-2858
住所 晴海1-6-1ゆめタウン大竹1階
時間 10:00～21:00（L.O.20:30）

宅配 なし
休み なし

肉うどん（460円）

カツ丼（550円）

どんどん人気No.1メニューの肉うどん。

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。

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。

カツ丼（550円）

のyaki
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。

☎ 0827-52-7085
住所 油見3-18-11

鶏天丼（500円）

時間 11:00～13:00
18:00～20:00
宅配 なし
休み 木

赤豚肩ロースステーキ丼（850円）
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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。

八剣伝 大竹みどり橋店
☎ 0827-54-1833
住所 北栄6-8

夜間のみ
時間 17:00～23:00
＊状況により、閉店時間を前倒すことがございます。
宅配 なし
休み 不定休

焼き鳥各種（130円～）
通常店内でお召し上がれる焼き鳥全種です。

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。

お好み焼 藤
肉玉そば or うどん（800円）
トッピング色々（各150円）
焼そば or うどん（800円）

☎ 0827-57-7851
住所 黒川3-16-16
時間 10:00～20:00
（店舗営業時間は14：00まで）
宅配 あり
休み 不定休

お客様のご都合に合わせて、配達予約承ります。

中国料理 鳳凰
日替ランチ弁当（842円）
冷菜・揚物・ライス・香物・
メイン料理

☎ 0827-53-6079
住所 油見3-26-1
時間 11:00～14:00
17:00～21:00
宅配 なし

日替幕の内弁当（1,042円）
休み 水、第1・第3日
冷菜・揚物・ライス・香物・蒸し物・
その他のテイクアウト承ります。
メイン料理
事前の Tel 予約でお待たせ致しません。

家庭料理 穂（みのり）
☎ 0827-93-4080
住所 南栄2-2-3-2

夜間のみ

時間 17:00～22:00
（予約20:00まで）

お惣菜6品と日替わりのごはんセット（1,080円）
その他、各種単品もお持ち帰りできます。

宅配 なし
休み 日

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。
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シシリー ディ メイプルシティ
ピザ各種（1,280円～ ）＊税抜き
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。

バタートースト、ガーリックトースト
（各160円）＊税抜き
箱代等はかかりません。

☎ 0827-53-3319
住所 立戸4-2-12
時間 11:00～15:00(L.O14:30)
17:00～21:00(L.O20:00)
宅配 なし
休み 12/31、1/1

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。

おおたけ駅前食堂 やまぐち屋
☎ 0827-52-2041
住所 新町1-8-22
時間 11:00～14:30
17:00～21:00
宅配 なし
休み 火

日替わり弁当（700円）
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。
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。

huit∞ （ユイット）
☎ 0827-28-2908
住所 新町1-6-5
時間 11:30～14:30
18:00～21:00(金・土のみ)
宅配 なし
休み 月

テイクアウトパスタ（750円）
3種類のソースよりお選びください。

お好み焼 わだ

季節の有機野菜のサラダ（500円）
自家製ドレッシング2種付き

☎ 0827-53-3851
住所 本町2-4-15
時間 11:00～14:00
17:00～21:00
宅配 あり
休み 月・火

お好み焼（650円）
そば or うどん肉玉
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