い！
大変！ つまらな けたい！
の
る
く
を助
くて
毎食つ けできな ものお店
つ
お出か ってるい
減
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メニューは全て税込み（軽減税率８％）です。

テイクアウト

さくほのうまいもん

こんなときだからこそ、おうちで佐久穂の名店たちの美味しいものを食べませんか？おでかけできない GW もおうちで満足！

● アルペンローズ

電話：８６−５８１０
住所：高野町４６４−２
定休日：月曜日

メニュー

● レストラン ハーモナイズ

● 甲の池

電話：８８ー４０３９

電話：８６−２１３０

住所：畑１７７０
定休日：火曜日

・漁師風海の幸
トマトスパゲティー 1,026円

メニュー
・ミックスピザ
Mサイズ（6枚切） 1,058円

・明太子と木の子の

テイクアウト受付時間
10:00〜19:30

クリームスパゲティー 918円
・チキンマサラカレー 1,026円
・若鶏のソテー

テイクアウト提供時間
11:30〜15:00
17:45〜20:00

（ガーリック、和風等）1,026円
・トマトとなすの
にんにく風味サラダ 918円
・生ハムと木の子のピザ 896円

コメント
サラダからパスタ、
ピザ、
カレー等テイクアウトメニューも種類が
豊富で、味、
ボリュームともに充分満足して頂けると思います。

住所：高野町２９１６
定休日：月曜日

メニュー
・餃子 1人前500円

テイクアウト受付時間
13:00〜
テイクアウト提供時間
17:00〜21:00

テイクアウト提供時間
11:30〜19:30

● レストラン＆バル田舎道 -Country road住所：宿岩５６７−２
定休日：水曜日、
第一第三火曜日
テイクアウト受付時間
11:00〜18:00
テイクアウト提供時間
11:00〜18:00
SNS
instagram:
inakamichi̲country̲road

2000円以上

メニュー
・厚切りロースかつ弁当

デリバリー
対応

1,000円〜
・チキンハーブソテー弁当
・チーズタッカルビ弁当 1,000円
他特製弁当各種
・テイクアウトパスタ 1,100円〜
・出汁巻き卵ハーフ
（卵4個分） 400円
・牛タンステーキ 800円
・他ひまる自慢のお惣菜各種、
オードブル

コメント
田舎道、
ひまるではお弁当やパスタのテイクアウトの他にお惣菜
テイクアウトも始めました！お店の味をご家庭でぜひお楽しみくだ
さい！佐久穂や近隣のお客様は配達も承りますので、
お気軽にご
相談ください！！！

電話：７７ー７８９０
住所：畑３５７８−９
定休日：なし

・お弁当

500円

電話：８６−2168
住所：高野町619
定休日：月曜日（不定休）
テイクアウト受付時間
8:00〜19:00
テイクアウト提供時間
11:30〜14:00
17:30〜19:30

・焼鳥(もも・ハツなど) 1本130円
・焼物(軟骨・椎茸)

1本160円

・牛あみ焼き、
ホタテ 300円
・やきとり丼

650円

・軽メシ（生姜丼） 540円
・山菜ピラフ 540円
・焼キムチうどん

650円

・カリカリ梅おにぎり 430円

メニュー
・えび天重

900 円

・えび天重（上） 1,100 円
・いか天重

900 円

・ソースかつ重（上）1,100 円
・幕の内弁当
・懐石弁当

1,800 円〜

電話：８８ー２９３３

・ご注文の際は事前に各店にお電話
でご予約いただくと待ち時間なく
お引き渡しできます。
・詳細は各店にお問い合わせください。

発 行 ： 佐 久 穂町商工会

で ね！
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住所：畑３７９２−１
定休日：月曜日

テイクアウト受付時間
11:00〜20:00
テイクアウト提供時間
11:00〜20:00

メニュー
・グラタンピザ
M 1,730円

L 2,910円

・チキンテリヤキピザ
M 1,730円

L 2,910円

・信濃ピザ（野沢菜）
M 1,620円

L 2,700円

・もちピザ

テイクアウト受付時間
10:00〜13:00
テイクアウト提供時間
16:00〜20:00

・ピザ

950円

（マルゲリータ、生ハムトマト、
きたやつベーコン）
・パスタ 900円

住所：高野町２９２３
定休日：日曜日

テイクアウト受付時間
11:30〜13:30
17:00〜21:00

小エビとバジル）
・三種類のパスタ盛り合わせ
（さくほーめん、
ショートパスタ、

メニュー
・みそカツ丼

800円

その他メニュー、時間等は
応相談

コメント
開業60周年を迎えた東町商店街の老舗です。甘いみそだれを
使ったみそカツ丼は、本場名古屋にも負けない自信の一杯です。

電話：８６ー２４６５
住所：高野町４６６−１
定休日：火曜日
（月１で水曜日）
テイクアウト受付時間
※5/6まで
9:30〜18:00

スパゲッティ） 1,300円
・サンドイッチ 700円

メニュー
・しょうが焼弁当
・牛ハラミ弁当

900円
1,000円

・国産カルビ弁当

1,000円

・和牛カルビ弁当

1,400円

・ステーキ弁当

1,200円

SNS
Instagram：yakitatsu0710

佐久穂町役場

L 2,700円

テイクアウト提供時間
11:30〜13:30 ※昼食用なら前日までに、
夕食用なら当日お昼までに
17:00〜21:00
予約してください。

（ボロネーゼ、
カルボナーラ、

コメント
焼肉屋のこだわりの肉を使った焼肉弁当をテイクアウトできます。
当日だと対応できない場合がありますので、前日までに予約いた
だけると助かります。

8 6 - 2275

電話：８６ー２３０１

M 1,620円

● キッチン・えみゅー

メニュー

竜

住所：高野町５１１−１
定休日：月曜日

https://chomin-shop.jp/

電話：８８ー３９００

ご注文時
要お問合せ

デリバリー
対応

3,240 円〜

・その他仕出し料理

● レストラン たかとんぼ

電話：８８ー７５６９

遠く離れた家族や友人にも佐久穂の味をお届け！

テイクアウト提供時間
11:00〜20:00

800 円

・ソースかつ重

コメント
その他お店にあるメニューもテイクアウト用にご用意できます。
祝事・法事の際のお料理もご用意できますので、料理の内容、
お値段などお気軽にご相談ください。

● 焼肉

町民キッチンオンラインショップ

1,000円

● ピザポスト

メニュー

基本的に予約にてお申し込みください。
注文を受けてからお作りしますので、作りたてをお渡しできます。

● お取り寄せグルメはこちら！

・焼鳥10本

コメント
遠方からもお客様が来られる100年続く焼鳥屋です！
ネギ間ならぬ「ピーマン間」は東町のソウルフード！

コメント

コメント
テイクアウトはじめました！ご注文お電話で承ります！
お弁当通常1000円のところ500円に値下げ中！
お気軽にご注文ください。

800円
800円

● 吉乃寿司

Web
https://www.takatonbo.com

テイクアウト提供時間
11:30〜14:00
17:00〜21:00

・自家製パン 1個86円

・からあげ定食

● 和食いろは

テイクアウト提供時間
11:00〜18:00

テイクアウト受付時間
当日分10:30までのご予約で承ります。

Lサイズ（8枚切） 1,598円

テイクアウト受付時間
11:00〜20:00

800円

・かつ丼（ソース・卵とじ）

コメント
手作りの生地で地元食材をふんだんに使った焼き立てピザです！

テイクアウト受付時間
10:30〜14:00

メニュー

Mサイズ（6枚切） 1,166円

・とり丼

コメント
お店で焼きたてを食べて頂くのが一番美味しいですが、持ち帰り
もちょっと暖めて頂ければ美味しく食べられます。

住所：穂積１３３５−３
定休日：月曜日

● お食事処しらかば

Lサイズ（8枚切） 1,490円
・和風ピザ

● 焼鳥 いこい
住所：海瀬１０３５ー３
定休日：日曜日

テイクアウト受付時間
11:00〜19:00

電話：８８−７７１２

テイクアウト提供時間
11:00〜14:30
17:00〜21:00

電話：８６ー１５１０

● 長栄軒

電話：８６ー３１１９

テイクアウト受付時間
11:00〜14:30
17:00〜21:00

メニュー

住所：高野町２９３６
定休日：不定休

88-395 6

テイクアウト提供時間
※5/6まで
11:00〜18:00
コメント

3000円以上

デリバリー
対応

メニュー
・パスタ各種

972円〜1,404円
・チキン南蛮弁当 900円
・バターチキンカレー 972円
・おまかせ弁当
900円〜2,000円
・その他弁当、
ピッツァ、
お惣菜各種、
オードブル

HP
https://kitchen-emu.com

2013年7月、
お惣菜のテイクアウトができるレストランとしてオープンしま
した。
「佐久穂町の美味しい食材が丸ごと味わえるお店」をコンセプトに
佐久穂町産の食材を可能な限り使用したメニューを提供しています。
3000円以上のご注文で町内無料配達いたします！町外は応相談。

● 串かつ真

電話：８６ー０９４８
住所：海瀬１０４６ー１
定休日：月曜日
テイクアウト受付時間
17:00〜19:00
テイクアウト提供時間
17:00〜19:00

メニュー
・串かつ（牛肉） 100円
・とんかつ 100円
・ウィンナー 120円
・うずらたまご 120円
・なす 100円
・チーズ入りちくわ
・エビ

120円

200円

他全22種類

コメント
串かつの本場といえば大阪。
そんな遠くへ行かなくても食べられ
ますよ。秘伝のソースもついてます。

