ひの おうちマルシェ
～日野町商工会 テイクアウト特集～

フードショップ京政

配達要相談

幕の内弁当は、
飯付き、飯なし選べます。
予約注文お願いします。

御料理 宴席 竹友亭

配達可能

牛しぐれ煮
お重
1,620円

配達不可

御料理

宴席 竹友亭
電 話：0748-52-0504

住 所：日野町西大路 2255
営 業：11：00 ～ 19：00
定休日：月曜日（祝日は営業）

ロースト
ビーフのお重
1,620円（税込）

松喜園

（売店メニュー）配達不可

こばちで人気の高いお昼の定食を
お弁当にしました。「おうちで居
酒屋気分」酒の肴から一品料理も
テイクアウトできます。詳しくは
お電話ください。
※一部テイクアウトできない商品
もあります。

ハンバーグ弁当 900円（税込）

売店に出汁巻き大（Ｌ寸 6 玉）が加わりま
した。ご家庭の食卓にもう一品お加えくだ
さ い。【日 替 り 弁 当・出 汁 巻 き・揚 げ 物】
については、お時間に合わせてお渡ししま
すのでお電話でご予約下さい。その他、お
料理仕出しや座敷・宴会も予約承ります。

Specialハラミ丼 1,500円（税込）
厚切りロースカツ弁当 900円（税込）

配達要相談

丁寧にドリップしたコーヒーなどドリンク、手づくりスイーツ、特製トマトジ
ンジャーカレーをテイクアウトしていただけます。前日迄のご予約で、気まぐ
れランチをぎゅっと詰め込んだランチボックスもご用意します。

ファームケイのトマトで作ったピザソース
に、トマトをトッピングしたピザ !! 赤と緑
のソースが選べます。緑のソースは新発
売!! さわやかの中にコクあり。赤のソース
定番も最高!!

（有）かぎや菓子舗

配達可能

父の日に和菓子の贈り物をしませんか。
ギフト包装承ります。町内配達もいたします。

ありがとう どら焼き 160 円

ファームケイ
電 話：090-5671-9645

赤いピザソースの
トマトピザ 1,500円（税別）
緑のピザソースの
トマトピザ 1,600円（税別）

住 所：日野町三十坪 2158
営 業：9：30 ～ 17：00
定休日：不定休

めしや

配達不可

掲載メニュー以外にだし巻卵、揚げ物、
どんぶり、お弁当テイクアウトできます。
ご来店、お電話にてご注文いただいてか
らお作りいたします。お店の味をご家庭
でもどうぞ。

電 話：0748-52-0012
住 所：日野町内池 919
営 業：売店 9：00 ～ 19：00
定休日：不定休

出汁巻き 大
500円（税込）

ツバメカフェ

配達不可
ツバメカフェの人気オードブルで
す ! S（3～4人前）M（5～6人前）
L（7～8人前）で ご 用 意 さ せ て 頂
きます。心を込めてお料理を詰め
込みます。お気軽にお問い合わせ
下 さ い。（内容は、季 節と仕 入 状
況により異なります。ご希望もお
伺いできます）担当 前田

オードブルM
5,000円（税抜）

らっこや
電 話：090-8457-8848

ツバメカフェ
電 話：0748-53-1991

オードブルⅬ
7,000円（税抜）

住 所：日野町松尾 988-1
営 業：11：00 ～ 17：00
定休日：不定休

父の日ギフト 1,500円（税込）

ランチBOX
スタンダード
800円（税抜）

電 話：0748-53-3320
住 所：日野町北脇 259
営 業：11：30～17：30（テイクアウト）
定休日：日曜日・臨時休業有

Asha 日野店

配達不可

ナマステ！人気のカレーとナンとサラダのセットをテイクアウトで！
他の一品料理もテイクアウトできます。お電話でもご予約いただけます。
お待ちしています！

チーズナン（単品）480円（税込）

ステーキBOX 3,000円（税抜）

料亭旅館 寿志屋
電 話：0748-52-0018

オムテキBOX
2,700円（税抜）

ランチ弁当 500円（税込）
ディナー弁当 780円（税込）

所：日野町日田 24-2
業：10：30 ～ 15：00
15：00 ～ 20：00（変更有）
定休日：年末年始以外休まず営業

住 所：日野町大窪 531
営 業：11：00 ～ 22：00
定休日：不定休
HP：http://www.su-c-ya.com

大衆割烹 味菜
手軽に美味しいおうちごはんに、家呑み
のお供にそれぞれのお料理、お弁当を楽
しんでいただけれ
ば幸いです。お弁
当は、ご予算に合
わせてご用意させ
て頂きます。ご予
約 は、3 日 前 ま で
にお願いします。

A sha 日野店
電 話：0748-53-0705

ランチ弁当

配達可能

su-c-ya BOX 登場 !! 和弁当から、がらりと雰囲気を変えてのランチ BOX。お
肉やなつかしの揚げパンなどをつめこみました。2 ケからのご予約。2 日前まで
のご予約お願いします。お座敷での料理や
宿泊のご予約も受け付けております。

めしや
焼き鳥丼
620円（税込）

住 所：日野町村井 1336
営 業：8：00 ～ 18：00
定休日：火曜日

料亭旅館 寿志屋

からあげ弁当 450円（税込）

ツバメカフェオードブルS
3,000円（税抜）

（表記価格すべて税込）

（有）かぎや菓子舗
電 話：0748-52-0048

アジフライ
（2枚）
350円（税込）

松喜園

各種ドリンク 350 円～
コーヒー豆 100g 500 円～
手づくりケーキ各種 300 円～
特製トマトジンジャーカレー 600 円
気まぐれランチボックス 700 円

住 所：日野町大窪 674
営 業：11：00 ～ 18：00
定休日：火曜・水曜・木曜

配達要相談

コロッケ他揚げ物
100円（税込）～

寿司居酒屋こばち
電 話：0748-53-2259

らっこや

ファームケイ

日替り弁当
600円（税込）

メニュー一例

住 所：日野町松尾 2 丁目 88-1
営 業：11：00 ～
定休日：日曜日

TEL.0748-52-0515

※商品・サービスなどの詳細については、掲載の各店舗までお問合
せください。

特製うな重 1,782円（税込）

フードショップ京政
電 話：0748-52-0082

寿司居酒屋こばち

日野町河原一丁目一番地

（税込）

幕の内弁当 1,200円（税込）

幕の内弁当 2,160円（税込）

日野町商工会

web ページ

こちらの商品は、注文分、お茶をお付けさせて頂いております。その他にも各
種用意しておりますので、お気軽にお申し付けください。又、お昼のランチ営
業（平日限定 火～金 要予約）も始めさせて頂いております。詳細は、お問合
せ下さいますよう宜しくお願い致します。

住 所：日野町小谷 22
営 業：9：00 ～ 19：00
定休日：月曜日

日野町内には、魅力的なグルメが多くありますが、コロナウイ
ルスにより、飲食業を中心に影響が出ております。プロの味
をおうちでもご賞味いただけるよう、日野町商工会員のテイク
アウト特集紙を発行いたしました。ぜひこの機会に各店舗の
商品を食べ比べ、ご賞味ください。

配達要相談

寿司入りお弁当 2,500円（税抜）

大衆割烹 味菜
電 話：0748-53-3322

住
営

住
営

味菜巻 700円（税抜）
鯛そうめん 800円（税抜）

所：日野町猫田 62-3
業：9：00 ～ 20：00
（ご注文受付時間）
定休日：月曜日

とんかつ えふ

配達不可

とんかつ・チキンかつなどのお弁当・串
かつの盛合わせもお持ち帰りできます。
（串かつは事前にご連絡くださいますよう
お願いします。）

チキンかつ弁当 500円（税込）
とんかつ弁当 600円（税込）

綿向山ビレッジ
米粉のお好み焼き（蔵尾
ポークの豚を使用した豚
玉 &イカ玉）もちっとゆ
で麺の焼きそば（デュラ
ム粉配合麺使用）綿向山
牛すじカレー（ちょっぴ
り大人のカレー） ご注文
頂いた場合、商品は約30
分程時間を頂きます。

配達不可

米粉のお好み焼き
880円（税込）

とんかつ えふ
電 話：0748-52-2311

所：日野町松尾 4-4
グランドールソシア1F
営 業：11：30 ～ 14：00
18：00 ～ 23：00
定休日：月曜日

焼き鳥 和ちゃん

配達不可

・必ず 2 日前までにご予約をお願い
します。
・オードブルは、3 ～ 4 日前までに
ご予約お願いします。

綿向山
牛すじカレー
880円（税込）

もちっとゆで麺の焼きそば
880円（税込）

住 所：日野町村井 1300 番地
営 業：11：00～18：00（テイクアウト）
定休日：火・水曜日

鮒吉

配達可能

6 月から 8 月限定の竹籠弁当予約受付中で
す。また鮒吉特製「フナキチバーガー」や
鰻重などその他様々なテイクアウトを行
っております。詳細は、鮒吉のホームペ
ージをご覧ください。

串類 1本 150円～230円（税込）
揚げ物類 550円（税込）～
オードブル 3,000円（税込）～

フナキチ
バーガー
450円（税抜）

焼き鳥 和ちゃん
電 話：0748-53-1156
住
営

（22：30 オーダーストップ）

定休日：日曜日・祭日の月曜日

日野屋

料理・仕出し うを友
電 話：0748-52-0416
うなぎ丼
（出汁巻き付）
1,500円（税込）

海鮮ちらし寿し
（出汁巻き付）
1,000円（税込）

配達要相談

配達可能
丹精込めて作っています。
各種イベントやお盆など
には、当店のお料理をぜ
ひご賞味ください。

らーめん塩醤

配達要相談

自宅でＥＮＪＯＹ！らーめん作って
ＥＮＪＯＹ！家 族 でＥＮＪＯＹ！子
ども達も笑顔でＥＮＪＯＹ！楽しく
らーめん食べて楽しみましょう。で
もご飯食べる時は、しっかりとうが
い手洗いしましょう！

お手軽弁当 1,000円～
幕の内弁当 2,500円～
オードブル他 5,000円～

（表記価格すべて税別）

れすとらん芭蕉

電 話：0748-52-0600
住 所：日野町鎌掛 2699
営 業：11：00 ～ 22：00
定休日：不定休

らーめん5食セット
3,000円（税込）

住
営

所：日野町松尾 1-6
業：11：30 ～ 14：00

17：00 ～スープがなくなり次第終了

定休日：不定休

定休日：水曜日

石挽そば 守貞
電 話：0748-29-3470
住
営

所：日野町大字村井 1365
業：11：00 ～ 14：30
17：00 ～ 21：00
定休日：月曜、第 3 火曜
※祝日と重なる場合翌日

うを彦

配達可能
天ぷらとうなぎのお弁当
です。うなぎのタレがつ
いていますので、丼にし
てご賞味いただけます。
2 つから注文承ります。
町内配達可。ご注文は、
前日 15 時までにお願い
いたします。

電 話：0748-52-0202
住 所：日野町大窪 791
営 業：11：00 ～ 22：00
定休日：不定休

若鶏照焼丼
750円（税別）

市田食品

うを彦

うな天弁当 950円（税込）

電 話：0748-52-0028
住 所：日野町村井 1278
営 業：11：00 ～ 18：00
定休日：不定休

配達不可

さくら玉子のオムライス
1人前 400円（税抜）

市田食品
電 話：0748-52-0268
旨照焼チキン 1枚 300円（税抜）
ちらし寿司 1パック 300円（税抜）

住 所：日野町大窪 578
営 業：8：30 ～ 19：00
定休日：日曜日

日野旅館料理飲食組合よりお知らせ

配達不可

れすとらん芭蕉
電 話：0748-52-1637 住 所：日野町別所 967-21
業：11：00 ～ 20：00

お持ち帰り生そば（2食）1,400円（税込）

近江牛丼 800円（税込）

毎日の食卓のお助けの一品に
是非どうぞ。日替惣菜もご利
用ください。

日野町随一のカレーうどんと定食の店です。
お店の味をご家庭に、真心込めて手造りしております。
お電話での予約も承ります。

営

特製天丼 800円（税込）

うを市

らーめん塩醤
電 話：080-5631-3777

日野屋

日野守貞では、特製天
丼と近江牛丼をそのま
まご自宅やお仕事先に
てお召し上がりいただ
けるようご用意いたし
ました。テイクアウト
用「生蕎麦」とご一緒
にご利用ください。ま
た隣接するカフェで
は、守貞ブレン
ドコーヒー、ケ
ーキのテイクア
ウトもできます
ので、ご利用く
ださい。

配達不可

鶏唐揚弁当 1,150円（税別）

竹籠弁当 3,000円（税抜）

らーめん（塩・醤油）各850円（税込）
チャーシュー飯 430円（税込）
幕の内弁当

石挽そば 守貞

冷めてもおいしい丼と弁当です。他にも
色々な弁当、オードブル、うなぎ、慶弔料
理などの仕出しも出来ます。お客様の御要
望にはできる限り応じます。丼は、器ごと
レンジＯＫ!!（テイクアウト、仕出し、座
敷要予約）

電 話：0748-52-0002
住 所：日野町松尾 1521
営 業：10：00 ～ 22：00
定休日：不定休
HP：https://www.hino-funakichi.com

鰻重（並）
2,200円（税抜）

住 所：日野町大窪 834
営 業：9：00 ～ 18：00
定休日：水曜日

うを市

鮒吉

所：日野町松尾 1-6
業：17：00 ～ 23：00

配達要相談

当店自慢のタレで焼いたうなぎは絶品です。
うな重は2,200円（税込）
、7種類の海の幸が
入った、ちらし寿司
もいかがですか。幕
の内弁当は、1,500
円（税 抜）から承り
ます。尚ご 注 文は、
前日までにお願いし
ま す。配 達 は、3ケ
以上で可能です。

綿向山ビレッジ
電 話：0748-26-9860

住

串かつ盛合わせ 3,000円（税込）～

料理・仕出し うを友

天丼 600円（税込）

親子丼 600（税込）

カツカレーうどん 600円（税込）

コロナウイルス感染症に於ける緊急事態宣言により、当組合員のお店
も営業自粛や時短営業が余儀なくされました。
5 月 14 日緊急事態宣言が解除され、各店、日頃の食品衛生に加え、
換気・座席の間隔・お酌、グラスやお猪口の回し飲みを避ける・こまめ
な消毒等、今後、国や県が示される飲食のガイドラインに沿って、長期
的な感染予防対策を講じて営業してまいりますので、ぜひご利用くださ
いますようお願いいたします。
日野旅館料理飲食組合員 一同

WEB でも日野町商工会員のテイクアウトページを見ることが
できますので、QR コードをお読みいただくか、
日野町商工会のホームページからページをご覧く
ださい。
日野町商工会会員様で WEB ページに掲載希望の
QR コード
事業所様がおられましたらご連絡ください。

