
南三陸町内のテイクアウト情報は
こちらから入手できます。

▼南三陸応縁団HP▼

LINE アプリを開いてホームボタン
↓

右上の友達追加マーク
↓

QRコードを開いて上記のQRコードを
読み込んで友だち追加！

■南三陸の情報をいち早く配信中！！
■登録すると、お店情報などを LINE で配信します。
■町内店舗などで使えるお得なクーポンを配信しています。

南三陸町内
テイクアウト情報配信中南三陸町観光協会公式 LINE 登録者募集中！

ご記入後、利用店舗へお渡しください。
詳細は裏面をご覧ください。

利用店舗名

利用日

お名前

電話番号

住所 〒

ご記入後、利用店舗へお渡しください。
詳細は裏面をご覧ください。

利用店舗名

利用日

お名前

電話番号

住所 〒

応募者の中から抽選で5名の方に
南三陸町内の指定店舗で使える

5,000円の商品券をプレゼント！5,000円の商品券をプレゼント！

応募者の中から抽選で5名の方に
南三陸町内の指定店舗で使える

5,000円の商品券をプレゼント！5,000円の商品券をプレゼント！

 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口開設中
 

各種融資相談、助成金等の相談対応行います

〒986-0725　南三陸町志津川字沼田 14-27　（志津川郵便局様隣）【移転しました】

電話　0226-46-3366

開設時間　8：30 ～ 17：15　（土日祝除く）

ＨＰ　http://www.m-shokokai.com/　【各種施策の情報発信しております】

～地域の中小企業を応援します～　南三陸商工会～地域の中小企業を応援します～　南三陸商工会

LINE
登録方法

弁慶鮨
ロースカツ弁当
竜田揚げ弁当
カキフライ弁当
前浜牡蠣天丼
たこしゅうまい弁当

各種 800 円

夕食オードブル（2~3 人前）2,000 円

場所：さんさん商店街内
電話：0226-25-7126
時間：11 時～ 14 時半
 夜は完全予約制
定休日 : 水曜日

場所：さんさん商店街内
電話：0226-46-2159
時間：8 時～ 16 時
定休日 : 木曜日

元祖わかめピザ …… 1,400円
ベーコンピザ ……… 1,400 円
ツナマヨピザ ……… 1,400 円

創菜旬魚 はしもと

かいせんどころ梁食楽 しお彩

山内鮮魚店 月と昴

季節料理 志のや丼ぶり専門店海たろう

店頭注文：可能　
電話予約：当日17時まで（受取18時まで）　
配達：要相談
※当面の間はテイクアウトのみ

店頭注文：可能（受取16時まで）
電話予約：要相談　
配達：不可

店頭注文：可能
電話予約：可能（9 時～）
　　　　　Facebook 注文可能
配達：5 個以上で対応可能
※夜のみ短縮営業（要確認）

店頭注文：当日16時まで（受取18時まで）
電話予約：当日16時まで（受取18時まで）
配達：不可
※当面の間はテイクアウトのみ

店頭注文：当日 9 時まで
電話予約：当日 9 時まで
配達：不可
※5月3日～5月6日まで対応不可

店頭注文：可能
電話予約：当日 10 時まで
配達：要相談
※当面の間は昼テイクアウトのみ

店頭注文：前日 19 時まで
電話予約：前日 19 時まで
配達：要相談
※受取時間（昼14時まで/夜19時まで）
※当面の間はテイクアウトのみ

店頭注文：可能（営業時間内）
電話予約：可能（営業時間内）
配達：要相談
※当面の間は昼テイクアウトのみ

炙り穴子弁当 …………1,404 円
マグロ三色丼 ……………1,350 円
いくらマグロ丼 …………1,836 円
仙台牛カレー …………702 円
メカジキ南蛮弁当 ………918 円
オードブル（前日注文） … 3,300 円～

穴子弁当 ………………1,000 円
味噌かつ弁当 ……………900 円
とりの黒酢和え弁当 ……900 円
えびのチリソース和え … 700 円
とりの黒酢和え …………700 円
おかずセット ……………1,000 円

煮魚弁当 …………… 540 円
焼き魚弁当…………… 540 円
日替わり弁当 ………… 540 円
オードブル…………… 2,000 円～
お刺身盛り合わせ …… 2,000 円～

海鮮丼 ……………… 1,480 円
三陸いくら丼 ………… 1,780 円
ねぎとろ丼…………… 1,280 円
志津川ホルモン丼 …… 980円

とり天丼 …………… 700 円
海老天丼 …………… 800 円
穴子天丼 …………… 1,000 円
幕の内弁当 ………… 1,000 円
煮穴子丼 …………… 1,200 円
日替わり弁当 ……… 800 円

握り寿司（上）…………2,500 円
握り寿司（中）…………1,700 円
海鮮丼 …………………1,500 円
バラちらし ……………1,200 円
他丼ものも有 …………800 円～

注意
4/2３（木）時点での情報になります。
各店舗の営業状況は変更になる場合も
ございます。詳細情報は各店舗までお
問い合わせください。

場所：さんさん商店街内
電話：0226-46-1522
時間：10時～ 17 時
　　　（土日 18 時まで）

定休日 : 3月～9 月なし   
　　　  10月～2月/月曜日

場所：志津川字御前下62-4
電話：0226-47-1688
時間：11 時～ 14 時
　　　17 時～ 20 時
定休日 : 水曜日

場所：さんさん商店街内
電話：0226-46-1087
時間：11 時～ 14 時
 17 時～ 21 時半
定休日 : 火曜日

場所：さんさん商店街内
電話：080-3338-0990
時間：11 時～ 21 時
定休日 : 不定休

場所：さんさん商店街内
電話：0226-29-6343
時間：11 時～ 14 時
 17 時～ 21 時
定休日：月曜日

場所：さんさん商店街内
電話：0226-46-5141
時間：11 時～ 14 時 20 分
 17 時～ 21 時
定休日 : 木曜日



店頭注文：10時半まで（受取14時まで）
電話予約：10時まで（受取14時まで）
※夜要相談
配達：要相談
※当面の間はテイクアウトのみ

店頭注文：当日9時まで
電話予約：当日9時まで（受取13 時まで）
配達：昼のみ可能
※当面の間は 11 時半～ 15 時営業

店頭注文：可能
電話予約：当日9時まで（受取要相談）
配達：要相談

店頭注文：可能
電話予約：可能（5個以上は前日予約）
配達：要相談

レストラン平成の森

日替わり弁当 ……… 500 円
※5月6日まで(店頭受取のみ）
その他メニューもテイクアウト可能

焼きそば …………… 600 円
からあげ弁当 ……… 700 円
えび天玉子とじ丼 …… 800 円
カツ丼 ……………… 800 円
てりやきハンバーグ
からあげ弁当 ………… 800 円

お弁当……500 円～ 1,000円
※金額要相談

日替わり弁当（要問合せ） 600 円

牛ステーキ弁当 …………900 円

生姜焼き弁当 ……………700 円

ハンバーグ弁当 …………700 円

唐揚げ弁当………………600 円

ランチ＆カフェリッチー

Cafe&Bar中屋ATARIYA 農漁家レストラン 松野や

応募者の中から抽選で 5 名の方に
南三陸町内の指定店舗で使える

5,000円の商品券をプレゼント！5,000円の商品券をプレゼント！

応募者の中から抽選で 5 名の方に
南三陸町内の指定店舗で使える

5,000円の商品券をプレゼント！5,000円の商品券をプレゼント！

■応募方法
裏面にお名前・住所・電話番号・利用店舗名を記載して、
切り離し、商品を受け取りに行ったお店の方にお渡しください。

■注意事項
・1回のテイクアウトにつき、1枚の応募可能です。
・チラシ 1枚につき、2回まで応募可能です。
・同一店舗で 2回または別店舗で 1回ずつでも可能です。
・商品の発送をもって当選の連絡とさせていただきます。

■応募期間
2020 年 5月 1日～ 5月 31日まで

■応募方法
裏面にお名前・住所・電話番号・利用店舗名を記載して、
切り離し、商品を受け取りに行ったお店の方にお渡しください。

■注意事項
・1回のテイクアウトにつき、1枚の応募可能です。
・チラシ 1枚につき、2回まで応募可能です。
・同一店舗で 2回または別店舗で 1回ずつでも可能です。
・商品の発送をもって当選の連絡とさせていただきます。

■応募期間
2020 年 5月 1日～ 5月 31日まで

発行元：南三陸町観光協会 ☎0226-47-2550 / 南三陸商工会 ☎0226-46-3366

新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出 ・ 外食を自粛されている方が多くおります。
自宅で地元の味を楽しんでもらうため、テイクアウトや出前を提供しているお店を紹介します。
地域の皆さんで地域の飲食店を活用して、 町全体を少しずつでも元気にしていきましょう！

和食割烹  すがわら

南三陸直売所　みなさん館

油淋鶏……………………600 円
天ぷら盛り合わせ ……500円
うたつがね特製天丼 ……650円
白ご飯 …………………100 円
手づくりくるみがんづき…400 円
焼きもち ………………500 円

五目あんかけ焼きそば…700 円
中華飯 …………………600 円
チャーハン ……………600 円
エビチャーハン ………650 円
天津飯 …………………650 円
マーボー飯 ……………650 円

ギョウザ ………………400 円
ガチ辛ギョウザ ………480 円
手羽先 塩焼き …………580 円
　　　 揚　げ …………580 円
焼鳥（もも・つくね・皮） 各 150 円
焼そば …………………600 円

すし くう海

お弁当・お惣菜
※１つ 500 円 (税込) ～

居酒屋  和来

食飲笑うたつがね

中華屋 飛上

場　所：歌津字長羽143-21
電　話：0226-29-6809
時　間：11 時～ 21 時
定休日 :水曜日

心結ぶカフェむすびや 和sian-cafe aimaki

鮨處えんどう
おまかせ弁当（※金額要相談）
他メニュー・オードブル
テイクアウト可能

かつ丼 ……………… 980 円
天丼 ………………… 960 円
玉子焼 ……………… 500 円
おまかせ弁当 ……… 650 円
おまかせおかず …… 580円

握りずし（天）……… 2,400 円
握りずし（空）……… 1,900 円
握りずし（海）……… 1,150 円
くう海丼 …………… 2,000 円
くう海丼（うに入り） 2,600 円

お好み焼き ………… 680 円
あま～い玉子焼 …… 500円
揚げ物セット ……… 800 円
日替わりピザ ……… 1,500 円

キーマカレー ………… 800 円
うどんナーラ ………… 750 円
辛ぼナーラうどん …… 750円
カレーナーラうどん …… 750円
ロコモコプレート …… 750円

全メニューテイクアウト可能！ キーマカレー ………… 750 円
ガパオライス ………… 800 円
スペアリブカレー …… 1,000円
パッタイ　 …………… 910 円
オードブル …5,000 円 / 8,000 円
お弁当 ………1,500 円 / 2,000 円

店頭注文：可能　
電話予約：可能
配達：不可
※当面の間は夜営業無し

店頭注文：可能　
電話予約：可能（営業時間内受取）
配達：不可
※当面の間は夜営業 19 時まで

店頭注文：可能　電話予約：要相談
配達：不可
※当面の間は11時～17時半営業
 テイクアウトのみ

店頭注文：可能　電話予約：可能
配達：不可
※5月1日～5月6日はテイクアウトのみ
※当面の間は夜営業20時まで

店頭注文：可能　
電話予約：要相談
配達：不可
※当面の間はテイクアウトのみ

店頭注文：可能　
電話予約：可能
配達：要相談

店頭注文：可能　
電話予約：可能
配達：1 つから対応可能

ランチ：前日まで要予約
夕方：当日 14 時まで要予約
配達：不可
※当面の間はテイクアウトのみ

店頭注文：可能　
電話予約：可能
配達：不可

店頭注文：不可　
電話予約：可能
　（受取15時～19時まで）
配達：不可

※他メニューは QR コードから

日の出荘今度は居酒屋だよ！

場所：志津川本浜 T32 街区
　　　9-10-11
電話：0226-48-5571
時間：11 時～ 14 時
　　　17 時～ 20 時
定休日：火曜日

場所：志津川沼田 150-50
電話：0226-29-6466
時間：17 時半～ 23 時
定休日：月曜日

場所：歌津管の浜 57-1
電話：0226-36-2816
時間：9 時～ 15 時
定休日 :月曜日
　　　　（祝日の場合は営業）

場所：歌津管の浜47-1
電話：0226-36-3326
時間：11 時～ 14 時
　　　17 時～ 21 時
定休日 :月曜日 / 木曜夜

場所：入谷字桜沢 357-8
電話：090-8615-3087
時間：18 時～ 22 時
定休日 : 日曜日

場所： 本吉町津谷新明戸200
電話：0226-42-3351
時間：11時～14時
          16時半～21時
定休日 : 火曜日
　　　　　（祝日の場合翌日）

場所：ハマーレ歌津内
電話：0226-28-9107
時間：11時～14 時
 17 時半～ 20 時
定休日 : 水曜日

場所：志津川廻館 56-3
電話：0226-46-5162
時間：10 時半～ 14 時
　　　16 時～ 21 時
定休日：月曜日
　　　　（祝日の場合火曜日）

場所：ハマーレ歌津内
電話：0226-28-9484
時間：11 時～ 18 時
定休日：木曜日

場所：歌津字寄木 53-61
電話：090-7324-4284
時間：11 時半～ 21 時
定休日 : 日曜日・祝日
※5/4 ～ 6 は営業

場所：歌津字枡沢 28-１
電話：090-7932-7477
時間：11 時半～ 16 時
　　　17時～20時（予約制）

定休日: 月曜日

場所：志津川沼田126-1
電話：0226-46-6036
時間：11 時～ 14 時
定休日 :土・日曜日
　　　　（前日予約は可）

場所：入谷字鏡石 23-5
電話： 0226-46-4986
時間：11時～14 時
定休日 : 日曜日


