
玉城町のテイクアウトができるお店を集めました！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お刺身盛り合わせ 

・・・1000円～ 

焼き魚（1切れ）・250円～ 

煮魚（1切れ）・・250円～ 
＊注文・配達

も承ります。  

  

📞 58-3007 
○休  日曜 昼から 

○営    

田丸 134-6 

おさしみ専門店 魚 菊 

 専門店ならではの 

美味しいお刺身を!! 

 

写真は 5 人前です。 

田丸 167-15 

○営  １１時～売切れ終了 

📞58-3021    

＊前日にご予約願います。 

○休   不定休 

うな折・・・・1050円 

〃  ・・・・2050円 

幕ノ内弁当 1000円～ 
 

栄 亭 

 

丸玉商店 

日替弁当・・・450円 

焼肉弁当・・・450円 

 

＊当日注文 OKです。  

  

📞 58-2738  
○休  水曜 

○営  7時～18時 

田丸 353-2 

 

ａｃａｔｏｋｉ

お好み焼（各種）・840円 

 

・・・1050円 

あおさめかぶ塩タン丼  

・・・1050円 

ホルモン焼きそば950円 

 

＊当日予約可  
 

📞 63-7067 
○休  水曜 (  

○営  11時～15時 

久保 309-2 

日替弁当 650円 

惣菜 320円から 

＊コロナ感染予防対策としてお引渡しが『無人ＢＯＸ』となっております。 

  

📞 67-4035 

○休  日、月、火曜 

○営  11時 30分～ 

ＴＲＥＥ ＦＡＲＭ 
原 616 

前日に Instagram 

【treefarm2017】に 

メニューを上げます。 

それを見てご予約いた 

だくか、当日お店まで 

お問い合わせ下さい。 

日替わりランチ ・・・750円 

玉城豚カツカレー・1000円 

クロワッサンサンド(各種) 

・・・350円 

📞 72-8172 
○休  火曜 

○営  ［月・水・木・日曜日］ 

7 時30 分～16時
(コロナの影響により時間短縮 

本来 17時まで) 

［金・土曜日］ 

  7 時30 分～22 時 

佐田 71-1 

’ｃafｅ&space七十二候 

コロナウイルス感染症が 8 月に入り急激に拡大し、町内外のお店は 依然 厳しい状況にあります。 

こうした事態を受け、『おうち de ごはん 第 3 弾』をお届けしますので、是非いろいろ食べ比べて

いただき、各店の応援をお願いします。 

 

商工会は、これからも町全体を元気にできるよう応援を続けていきます。【発行元：玉城町商工会】 

 
価格はすべて税込み表示となっています。(テイクアウトの価格) 

朝一番は 
焼きたてパンが並びます。 

 

厳しい暑さが続きます。 

鰻を食べて頑張りましょう! 

 

ふるさと味工房アグリ 
📞 58-8686  

 
○休   水曜 
   (祝日の場合翌日休業) 

○営  11時～18時 
（ラストオーダー１７時） 

原 4254-1 

840円 

カツ丼・・・・・・820円 

カツカレー・・・880円 

当日注文 OK です。 
お引取の日時を 
ご注文時に 
お知らせ下さい。  

📞 58-3556   スープセット・・１０００円 

キーマカレーセット１０００円 

アイスハーブティ・・４８０円 
(フレッシュハーブ入り) 

○休  水曜、第 1・3火曜 

○営  10時～18時 

玉川 284-1 

パン・焼き菓子 
テイクアウトＯＫ！ 

＊前日営業時間内までに 

連絡をお願いします。 

ボヌール 

garden_cafe_bonheur 

たいやきわらしべ 
📞 58-3166 

 ○休   年末年始のみ 
   
○営  10時 

～17時30分 

宮古 2287-5 

つぶあんたいやき 170円 

ぷりんたいやき  170円 

ベーコンチーズたいやき 180円 

お得な箱セットも 

ございます。  

中井精肉店 
📞 58-6686 

 ○休  日曜・月曜の祝日 

○営  10時～18 時30 分 

佐田 107-2 

コロッケ（揚げ）80円 

ミンチカツ（揚げ）110円 

ハンバーグ   100円 

ぎょうざ     300円 

揚げ物 30個以上のご注文は事前にお電話ください。 

 

📞 58-7288 
○休  木曜 第2・4水曜 

○営  11時～20時  

佐田 1820 

一 心 

盛り合わせ 1300円 
数が多いときは 

前日にご予約をお願いします。 

 
ご注文に応じて 

お作りします。 

焼き菓子(各種)・・・100円～ 

上々うどん(各種)・・・250円 

季節のドライフルーツ 200円～ 

📞 58-8855 
○休  土日(食堂は水木金のみ営業) 

○営  ［物販］ 8 時～17 時 

［食堂］ 11 時30 分 

～13時30分
 

佐田 705-2 

さんておーる・ 
身障者就労センター上々 

 

 地元の材料を安心においしく食べていただけるよう 

心をこめて作っています。 

おうち deごはん 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000円以上の方は要予約、 
前日営業時間内にご連絡下さい。 

佐田 87-5 

○営  １１時～１９時 

📞58-3238    

または 58-0038 

＊当日注文 OKです。  
３時間くらい前にお願いします。 

○休   不定休 

幕ノ内弁当 1080円～ 

洋食弁当 972円 

仕出し料理富士 

きまっちゃん 

錦爽どり弁当 700円 

唐揚げ弁当 650円 

手羽からあげ 540円 

単品からあげ 540円 

📞65-7108 
○休  火曜、第 1月曜 

○営  １１時～１４時 
１6 時30分～20 時30 分 

上地町 

＊前日営業時間内に 

  連絡をお願いします。 

 

 

各種お肉のお持ち帰りできます。 

 

海鮮丼・・・1620円 

穴子天丼・・1404円 

上寿司・・・・1685円 

漬けまぐろ丼・1404円 

伊勢っ子すし 

電話予約注文でお願いします。 

 

○休  火曜 不定休あり 

小俣町湯田 

○営  11時～14時 

17時～21時 

その他ご注文に応じてお作りします。 
（すべて一人前） 

📞 23-5600 

 

彩弁当 ･･･１080円 

網元握り・・1850円 

大海老天丼・850円 

料理番 網 元 

  

📞25-7420 

○休  月曜（祝日除く） 

○営   

（配達２０時まで） 

小俣町本町 

持ち帰り容器は別途代金を頂戴します。 

出前についてはお店までお問合せ下さい。 

キッチンハウス菜実 

日替弁当・・・5００

＊当日注文 OK！ 
10時半までにご連絡を  

  

📞 67-4788 

○休  土・日曜・祝日 

○営  10時～16時 

上田辺 2041-2 下田辺 865-1 

すいーとぴー 

○休  月曜・火曜 

📞58-3513 

＊当日注文OKです。  

  

・777円～ 

・９３９円～ 

焼きそば・・・777円～ 

モダン焼・・・939 円～ 

○営  11時～２０時 

ロースかつ丼(小)・・583円 

ロースかつ弁当(小)745円 

から揚げ弁当・・・・・680円 

ロースカツカレー・・756円 

📞64-8068 
○休  第 1火曜 

○営  11時～22時 
       （変更あり） 

世古 462 

＊玉城町のみ配達 
（1000円以上） 

配達受付時間 

１０時半～１8時 

  大口注文は、前日までの電話予約で 

旨かつ本舗かつ Q 玉城店 
 

テイクアウト受付時間 

10時半～21時 

旬菜 野の花亭 

オードブル 1100円 
3人前以上から承ります。 

A弁当・・・1180円 

B弁当・・・1620円 

野の花弁当・・・750円 

 

📞 58-7376 

○休水曜・第３日曜 

○営  11時～15時 

勝田 3588 

＊前日 12時までにご予約を 

さつま 

ラーメン・・・650円～ 

餃子・・・・・400円 

中華飯・・・・800円 

チャーシュー650円 

📞58-6771 
○休  火曜（不定休あり） 

○営  11時～14時 

佐田 415-3 

麺類はランチ時間だけのご提供です。 

  

＊営業時間内のご予約の方は 
夕方お渡しＯＫ！ 

  

○営  １１時～１４時 

    17時～21時 
電話受付：９時～１１時  

＊当日注文ＯＫ！ 

📞 58-0123 

○休  月・木曜   

田丸 212-2 

玉城丼・・・・・・500円 

錦爽鶏のモモ（田丸丼）・・600円 

松阪牛カルビ丼・800円 

イベリコカレー・・600円 

 

焼肉おさやん 

cafe  

鶏唐揚げ(単品)・・・650円 

エビフライ(単品)・・・700円 

チキン南蛮(単品)・・650円 

ブリ照り(単品)・・・・550円 

 ＊当日注文 OKです。  

  

📞58-5488 

○休月曜（その他臨時休業有） 

○営火・金・土 10時～22時 

水・木 10時～17時30分 
電話受付 営業時間内 

  

佐田 1841 

お渡しは 11時30分からになります。 

  

チャーハン 700円 

バリソバ 950円 

 
野菜と自家製チャーシュー入り 

  
 1000円 

エビフライ・唐揚げ 

単品あります。 

📞 58-5194 
○休  木・金曜 

○営  11時～16時  

勝田 3591-103 

カントリーハウス 

その他メニューもテイクアウト可 

  

事前の電話予約でスムーズにお渡し 

 引渡し 18 時までできます。 

 
シフォンサンドも 
テイクアウトできます！ 

前日営業時間内にご予約下さい。 

当チラシ内容は、今後の状況により内容に変更等が生じる場合がありますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。 価格はすべて税込み表示となっています。(テイクアウトの価格) 

お持ち帰り（テイクアウト）応援キャンペーン！ 


