
角田市内には美味しいお料理を提供する
飲食店がたくさんありますが、新型コロナ
ウイルス感染症による影響で外食をされ
る方が少なくなっております。

そこで角田市では「お持ち帰り」や「配達」
を実施している飲食店をご紹介します。

皆様の積極的なご利用で、地域経済の応
援にも繋がります。

元気に営業しておりますので、多くの皆様
のご注文お待ちしております！

🍴お家でもおいしいプロの味を楽しみましょう🍴
道の駅かくだKスポキッチン

持ち帰り 〇

☎0224-61-2850
所在地

定休日

枝野字北島81-1

中華料理 かんの 新中国料理 満城香

11：00～17：30
（11月～3月17：00まで）

年末年始

中国料理 檸檬亭あおいファームゲストハウス養老乃瀧 角田店

HP、Instagram

【メニュー】

配 達 ×

【メニュー】【メニュー】【メニュー】

【メニュー】【メニュー】

【お店からのメッセージ】

【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】

【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】

持ち帰り・配達
取扱店舗

①ビーフカレー 650円 ②牛丼 600円

土日祝日は混雑し、お時間のかかる場合があり
ますのでその際にはご予約をおススメします。

持ち帰り 〇

配 達 ×

☎0224-62-2151

①五目あんかけ焼きそば 680円
②五目チャーハン 580円
③エビチリ 950円 ④ギョーザ 360円
⑤酢豚 850円 ※その他メニューもあります。

当店のお料理を是非、ご家庭でも堪能してくだ
さい。皆様のご注文を心よりお待ち申し上げま
す。

配 達 ×

①からあげ 600円 ②ニラレバ 680円
③ソース焼きそば 700円 ④チャーハン 580円
⑤八宝菜 750円
※その他メニューもあります。

エビチリ、エビマヨもおススメです。宴会も行っ
ております。食べ放題、飲み放題も人気です。

☎0224-63-5133
梶賀字高畑北80

配 達 〇（要予約）

☎0224-62-3081 ☎0224-63-1998☎0224-68-3608

①串焼バラエティ盛り合せ 1,738円
②鶏もも唐揚げ３ピース 539円
③出汁巻玉子 462円 ④鶏軟骨唐揚 385円
⑤ソース焼そば 539円 ※その他メニューもございます。

その他メニューは養老乃瀧オフィシャルホーム
ページで選択してください。
ご予約は来店２時間前までお願いします。

角田字町157

HP

持ち帰り 〇（要予約）

17：00～22：00

火曜日

岡字駅前北2-7

HP

①唐揚げ弁当 580円 ②中華風肉炒め丼 580円
③ハンバーグカレー 730円 ④カツカレー 730円
⑤オードブル（2～3人前）1,500円
※その他メニューもございます。

持ち帰り 〇（要予約）

配 達 〇（要予約）

持ち帰りご予約は来店2時間前までお願いしま
す。
出前は前日までご相談ください。

持ち帰り 〇（要予約）

配 達 ×

角田字旭町34-3

Instagram

①五目焼そば 800円 ②エビ焼そば 990円
③麻婆焼そば 780円 ④エビそば 990円
⑤広東麺 800円
※その他メニューもございます。

夜の部は一品料理のテイクアウトが出来ます。
ご相談ください。またインスタグラムにもメ
ニューがあります。（随時更新）
ご予約は来店１時間前までお願いします。

角田字町228

月曜日

Twitter

昼11：00～14：00
夜17：00～20：00

同 上

昼11：00～15:00
夜17：00～23：00

同 上

火曜日

な し

営業時間

WEB・SNS

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

17：00～24：00

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

昼11：30～15：00
夜要予約１７時～２０時

昼11：30～14：00
夜16：00～18：00

水曜日

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

昼11：30～14：30
夜17：30～21：30

昼11：30～14：30
夜17：30～20：00

水曜日、第1・3火夜

持ち帰り 〇

持ち帰り 11：00～15：00



そば処 壽庵
持ち帰り 〇

☎0224-68-2838

君萱字菖蒲沢135

味亭すけろく 梅寿司

母里（もり）の風やなぎ茶屋お菓子の店まえばし

HP、Facebook

【メニュー】

配 達 ×

【弁当メニュー】【メニュー】【メニュー】

【メニュー】【メニュー】

【お店からのメッセージ】

【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】

【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】

持ち帰り・配達取扱店舗

①生そば 1袋（３ケ入・つゆ付） 1,300円
※自宅で茹でるものです。

持ち帰り 〇（要予約）
配 達 〇（通常メニューのみ）

☎0224-62-2512

角田字泉町42

昼11：00～13：45
夜17：00～20：00

月曜日

①寿司屋おつまみセット 1,080円
②天丼セット1,020円 ③あなご飯 1,080円
④助六まぐろ唐揚げ弁当 ８１０円（２個～注文可）

⑤出し巻玉子1本 1,290円
※その他メニューもございます。

上記持ち帰りメニューは店頭にてお受け取りくださ
い。持ち帰り品は年末年始等に対応出来ない場合
があります。ご了承ください。

持ち帰り 〇

配 達 〇（市内：要相談）

①特上にぎり 2,700円 ②上にぎり 2,160円
③並にぎり 1,080円
④おまかせにぎり 時価
※持ち帰り用折箱希望の場合別途100円いただきます。

各にぎりをチラシへも変更出来ます。

☎0224-62-1387

角田字町245

11：00～19：00

月曜日

な し

配 達 ×

☎0224-62-2290 ☎0224-63-5005☎0224-65-3032

①ずんだパフェ 486円

濃厚バニラソフトに当店オリジナルのずんだソース
をかけたまえばし特製ずんだパフェ。下にはずんだ
アイスも入っており食べ応えも抜群❕

気になった方は是非お越しください(^^)

角田字泉町100

Instagram

持ち帰り 〇

月曜日

高倉字山合1

①うな重 並1,000円、上1,500円、特上2,980円
※その他メニューもございます。

持ち帰り 〇（要予約）

配 達 ×

ご予約は来店の前日までお願いします。
ご連絡いただければ、色々な面で対応いたし
ます。

持ち帰り 〇（要予約）

配 達 ×

角田字旭町33-3

な し

①ハンバーグ 800円 ②ロースカツ 900円
③ひれカツ 900円
④Mix(エビフライ＆ひれ2枚)1,000円
⑤お子様用（ミニハンバーグ＆唐揚） 500円
※その他メニューもございます。

全品に別盛りのライス、サラダ付き。
お子様用弁当（新メニュー）はひとつに盛付。
ご予約は来店３０分前までお願いします。

【お店からのメッセージ】

上記メニューの他、店内のメニューと一緒にテ
イクアウトメニューも準備しております。
ご予約は営業時間内に来店３０分前まで
お願いします。

ファミリーレストラン美よし家
持ち帰り 〇(要予約)
配 達 ×

【メニュー】【メニュー】【メニュー】
①そばピザ 900円 ②ハンバーグセット1,200円
③焼肉セット 1,080円 ④かつ丼 1,100円
⑤穴子天丼セット 1,300円
※その他メニューもあります。

①かつ丼 ②天丼（エビ・野菜入）
③カレー ④ちらし 各550円

①はらこ飯弁当 1,296円
②うな重弁当 1,296円 ③かつ丼 753円
④天丼 753円 ⑤牛丼 537円
※その他メニューもあります。

☎0224-62-2312☎0224-63-5911☎0224-63-2170
角田字田町116

な し

和風レストランまるまつ角田店

角田字緑町1-6他

11：00～22：00

HP

持ち帰り 〇

配 達 ×

同 上

まるまつの味をご家庭でも。
定食類も弁当でお持ち帰りいただけます。

【お店からのメッセージ】【お店からのメッセージ】

ぜいご屋ふふ
持ち帰り 〇

配 達 ×

角田字泉町136-1

10：30～19：00

火曜日

な し

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

昼11：00～14：00
夜17：00～20：30

同 上

火曜日

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

無 休

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

同 上

11：00～14:30

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

9:00～15:00

月・火・水曜日

持ち帰りは年中無休です（年末年始除く）

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS HP、Facebook

同 上

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

同 上

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

8：30～19：00

同 上

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

昼11：30～14：30
夜17：30～21：00

同 上

日曜日

昼11：30～14：00
夜18：00～22：00

同 上

月曜日
第2・第4火曜日

な し

ご注文お待ちしております。



やなぎ茶屋

持ち帰り・配達取扱店舗

配 達 ×

持ち帰り 〇 持ち帰り 〇（要予約）

配 達 ×
持ち帰り 〇（要予約）

配 達 ×

【お店からのメッセージ】

当店オリジナルの秘伝のタレに一晩漬けこんだ
鶏肉を、ご注文いただいてから揚げる絶品から
あげを是非ご賞味ください。
電話予約で10：30～16：00もお渡し可能です。

FLYING BIRD 角田店
持ち帰り 〇

配 達 ×

【メニュー】【メニュー】
①からあげ1個 50円 ②からあげ弁当 450円
③からあげ弁当大盛 500円

①マルゲリータ 950円 ②生ハムのピッツァ 1,300円
③ジャパンエックスペーコンピッツァ1,300円
④トリプルチーズピッツァ1,300円
⑤しらすのピッツァ 1,190円 ※その他メニューもあります。

☎0224-63-1481☎0224-88-9192
角田字町62
森吉ビル1階

なし

ぱぴハウス道の駅かくだ店

枝野字北島81-1

HP、Facebook

持ち帰り 〇

配 達 ×

ピッツァ1枚の焼き上がり約5分です。
本格ナポリの薪窯でナポリピッツァがベースに
なっています。

【お店からのメッセージ】

掲載店
募集中

掲載希望のお店も随時
募集しております！
掲載申込詳細は角田市
ホームページまで☆

たくさんのご利用
お待ちしております🍴

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

昼11：00～14：00
夜16：00～19：00

同上＆下記の通り

不定休

所在地

営業時間

定休日

持ち帰り

WEB・SNS

11：00～17：00

同 上

火曜日

◆値段は持ち帰りの場合の金額（税込）です。

◆ラストオーダー可能時間など詳しくは各店へお問い合わせください。


