
テークアウトの情報は市HPで随時更新しています。食べチケ第 2
弾の取り扱い店舗でテークアウト情報の掲載を希望される場合は、
商工観光課商業係 ℡ 83-8643 へ情報提供をお願いします。
（右）市HP「新型コロナウイルス感染症関連情報→テークアウト等で飲食店を
　　  応援しよう」QRコード

食べチケを使用できるお店には、テークアウトに対応してい
るところもたくさんあります。食べチケやテークアウトを積
極的に利用し、市内の飲食店を応援しましょう！
※チケットの販売は終了しています。
※取り扱い店舗一覧は「令和3年2月3日現在」の情報です。

【食べチケ利用期間】5月 9日（日）まで

「もおか食べチケ 第２弾」取り扱い店舗一覧
店　舗　名 所　在　地 テーク

アウト 電話番号

憩いのBAR　HOT HEART 荒町４-31- ４ ○ 84-5088
居酒屋 あらかると 荒町２-7-6 ○ 84-6458
居酒屋朋 荒町 2-14-16 82-3478
居酒屋 ふじ 荒町 3-12-17 84-8333
いちむら 荒町 1040 84-4748
whisky ＆ cocktail BAR nakano 荒町 3-37-1 ○ 090-8777-7298
お好み焼 ARIGATO 荒町 1039-1 ○ 81-5646
会館 荒町 1078-3 ○ 82-1444
カプリティオ 荒町 3-40-16 ○ 84-6668
甘味処もめん茶屋 荒町 2165-1 ○ 81-7125
亀寿庵 荒町 2-10-5 ○ 84-5531
喫茶 ロクガツ 荒町 5179-3 ○ 81-5888
けやき会館 荒町 1203 けやき会館 ○ 82-7777
Go Ahead（ゴーアヘッド） 荒町1099-4 助川店舗6号 ○ 77-4299
魁飯店 荒町 1196-3 ○ 84-7288
酒菜厨房 みの吉 荒町 2-2-12 83-5527
幸手屋そば店 荒町 2173 ○ 82-2671
志奈乃そば店 荒町 3-45-3 ○ 84-2863
志穂 荒町 1039-1 84-7709
鮨はん 荒町 1039-1 ○ 090-1468-6797
創作料理とレモンサワーのお店 結び 荒町 3-47-15 ○ 81-3707
たちかわ食堂 荒町 3-43-18 ○ 84-0848
中華のわこう 荒町 4-23-21 ○ 82-2468
中国美菜たんぼ 荒町 5133-5 ○ 82-3018
Trattoria COCORO 荒町 1105-1 ○ 84-8008
鳥料理 串焼き わりき 荒町 5121-1 ○ 83-4279
とんかつ定 荒町 5137-3 ○ 84-5125
ナイトパブ日向 荒町 3-47-1 82-9117
なが勢 荒町 2056 ○ 82-3114
和（なごみ） 荒町 1180-13 ○ 81-3753
ひげた商店 京 荒町 3-17-17 ○ 82-2421
ひもの屋 Cafe&Bar 荒町 1095-19 070-4127-8491
MAKI 荒町 1039-1 New門前Ａ 090-2665-3132
ミドリ食堂 荒町 1040 ○ 82-2346
ミュージックサロン ミネルバ 荒町 2-5-16 82-2689
麺屋 祥元 荒町 4-23-1 ○ 85-0531
ラーメンダイニング すずらん 荒町 1096 ○ 82-2609
和食処潤彩 荒町 3-37-5 83-7200
カフェ オリーブ 東光寺 2-3-25 090-4241-3348
居酒屋鈴 田町 1048-10 84-0303
そば処 花總 田町 6-15 ○ 090-1994-9590
旬彩酒 BAR 樂 田町 2198-1 ○ 82-3925
北海道らーめん 味噌之かんべ 田町 1565-2 ○ 81-6839
ホルモン将 田町 1058 大山ｺｰﾎﾟ 1F 84-6666
喫茶 ボナール 台町 2481 84-6288
旬菜 手塚や 台町 2416 82-2766
すし割烹ひろ 台町 2343 ○ 82-2616
たけそば 台町 4269 ○ 82-3557
立花 台町 3369 84-3374
鉄板焼ステーキうらら 台町 16-3 83-4129
菱屋 台町 11-9 ○ 81-5855
フォーシーズン静風 台町 11-8 ○ 82-3388
みやこそば店 台町 4165-2 ○ 82-2429
居酒屋亀 並木町 2-8-4 84-3046
居酒屋艫 並木町 2-20-11 ○ 82-5042
うな源（本館） 並木町 3-99-1 ○ 82-8003
ステーキ＆海鮮料理 青山 並木町 2-26-15 ○ 83-1117
ステーキ＆ワイン ウエストウッド 並木町 1-9-9 ○ 82-2558
お食事処三松 並木町 2-1-1 ○ 82-7671
Osteria Orvieto 並木町 1-9-5 ○ 81-3266
カリーハウス ピリピリ 並木町 3-30-1 ○ 84-5912
ｶﾚｰﾊｳｽ CoCo壱番屋 真岡並木町店 並木町 1-14-2 ○ 81-0117
祇園ラーメン 並木町 4-12-7 ○ 82-9595
CRADLE Italian X Spain Bar 並木町２-10-18 ○ 84-4446
小料理 下関 並木町 2-26-17 82-2226
海岬 みさき 並木町 2-26-14 ○ 84-1377
スナック 杏 並木町 2-10-7-102 070-4811-9490
とんかつ真八 並木町 2-7-6 82-6618
敦敦 並木町 2-7-1 82-9982
パブ ピュア 並木町 2-7-2 84-8228
みなとや食堂 並木町 1-12-14 82-2551
宮たこ 並木町 1-11-3 ○ 83-9181

店　舗　名 所　在　地 テーク
アウト 電話番号

みやたや 並木町 1-8-2 84-5917
ブラジル料理 ダ・ネイデ 並木町1-5-5 渡辺ビル1F ○ 83-5113
雅楼 並木町 3-27-6 ○ 84-3343
メルシー 並木町 2-9-5 080-7050-0405
モスバーガー真岡店 並木町 1-14-3 ○ 80-1385
森田屋 並木町 1-10-11 ○ 82-9110
やきとりや 並木町 2-7-12 85-8058
ラーメン居酒屋  千華 並木町 2-8-9 ○ 83-7166
らそす 並木町 2-20-16 ○ 81-5413
K takahashi 白布ケ丘 12-2 ○ 85-8660
居酒屋 つくし 熊倉町 4769-23 ○ 84-0319
出雲支店 熊倉町 4977-11 出前 84-2108
食彩 たくみ 熊倉町 3554-7 84-1365
モム・タジマハール 熊倉町 5105-12 ○ 83-9473
菊園寿司 熊倉 3-6-1 ○ 82-5075
すまいるぱぱ 熊倉 3-18-12 ○ 81-5852
焼肉 アリラン園 熊倉 1-30-4 83-8829
もんじ焼き ゆうゆう 寺久保 1-17-9 ○ 080-2090-8866
文々 大谷新町 15-6 ○ 83-5256
お好み焼き どんぐり 大谷本町 6-3 ○ 83-8300
讃岐手打うどん 丸まさ 大谷本町6-7 ｴｺﾉﾌﾟﾗｻﾞ大谷 ○ 81-6175
しりゅう 大谷本町6-3ｴｺﾉﾌﾟﾗｻﾞ大谷Ⅱ 1号 ○ 080-3415-5788
とまと 大谷本町 6-3 81-3367
手打蕎麦元禄 東郷 53-5 ○ 84-7345
文珍楼 東郷 612-1 84-7555
らあめん餃子くるくる 東郷 50-4 ○ 84-3454
手打ちそば かめやま 亀山 1-32-5 82-1796
ボルツァーノ 陽だまり 亀山 332-14 070-3824-2916
日本料理裕 上高間木 3-9-1 ○ 83-1110
焼肉 盧山 下高間木 1-11-5 83-9418
秋田居酒屋 千種 高勢町 2-36 82-6186
日本料理天八 高勢町 1-8 ○ 83-1952
浜勢 高勢町 1-206 ○ 84-3828
すし山法師 西田井 780-8 ○ 84-6676
カフェGEN 島 224 ○ 81-3858
いわしのまるやま 飯貝 2277-83 ○ 82-7675
魚誠 上大田和 1328-1 ○ 82-5948
井頭温泉チャットパレス 下籠谷 41 80-3311
うな源別館 下籠谷 2159 ○ 84-0789
セイロン フレーバー 下籠谷 4374-2 ○ 81-5021
美食 磊茘 下籠谷 2159-60 83-8398
真岡井頭温泉 下籠谷 21 83-8822
居酒屋 かあさん 寺内 1046-18 82-5035
そば処 清流 寺内 1547-2 ○ 84-2515
田吾作亭 寺内 1514-8 ○ 84-7218
そば処三好 若旅 1990-2 ○ 82-6304
新保 下大沼 1-25-16 出前 82-0875
さかなやさん 長田 1317 82-4824
ステーキ峰 長田 234 82-9323
武宮 長田 2-27-6 ○ 82-4044
天竜飯店 長田 234-12 ○ 84-5662
手打そば とちぎや 長田 1-12-1 83-7237
どんぶりや 長田 1676-3 84-8188
レストランきくりん 長田 603-3 82-1671
味処 吉恵 八木岡 401-7 ○ 83-5191
自家焙煎真岡珈琲ソワカフェ 八木岡 472-5 ○ 080-2331-6126
アルポルト 久下田 802 74-0090
一十百“かずとも” 久下田西 6-19 ○ 74-1551
壱番亭（二宮店） 久下田西 5-7 ○ 74-3161
桂屋 物井 1181-32 ○ 75-0702
九庵 久下田西 5-34 ○ 74-2635
ときの屋 久下田 958-1 ○ 74-0823
福ちゃん商店 さくら 4-5-7 ○ 81-3141
松喜 さくら 4-3-6 ○ 74-0130
らーめんの秀龍 さくら 4-1-25 ○ 74-1970
両国寿司 久下田西 1-33 ○ 74-0834

テークアウト実施店舗増加中！テークアウト実施店舗増加中！
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