
食べて応援
！

テイクアウトで
グルメを満喫！
瀬戸市内の飲食店のテイクアウト商品を紹介し、
飲食店の活性化と発展を図ります！

瀬戸まちづくり㈱、瀬戸市まるっとミュージアム・観光協会は、掲載して
いるお店に加えてテイクアウトできる地元飲食店を紹介しています。
瀬戸の美味しいごはんを家族で楽しみましょう。

瀬戸まちづくり㈱
瀬戸市内の飲食・
テイクアウト情報
まとめサイト

主催：　  瀬戸商工会議所・瀬戸商工会議所サービス業部会　
共催：　  　　瀬戸北ロータリークラブ

★テイクアウト商品の内容や注文、店舗情報については、直接店舗へご連絡を
　お願いいたします。

〈市外局番0561〉※並びは順不同  ※表示はすべて税込価格です

かまぐれ弁当（菓子付き）

1,404円

★当店のイチオシ

名代五目めし  四季乃舎

瀬戸名物の五目めしとお惣菜
が木箱に。菓子もついてます。
※宅配には条件があります。

11：30～14：30、17：00～20：00営 月曜日
http://shikinoya-seto.com shikinoya@gctv.ne.jp

休
☎83・9294  FAX.83・9294 東横山町188－1

四季折々の、手作りの日本料理
をお詰めします。華菱で検索を↑
※宅配は10個以上からお受け
　します。

日本料理  華菱

10：00～20：00営
http://nihonryori-hanabishi.com

不定休休

懐石割子弁当  
2,000円

☎82・7177  FAX.82・7158 北松山町１－３

★当店のイチオシ

https://www.mos.jp/shop/detail/01656

9：00～21：00（コロナ対応中）、9：00～23：00（通常）
土・日・祝日は8：00 OPEN

営

第1・3火曜日休

人との接触が最小限ですむドラ
イブスルーやネット注文やって
ます。

モスバーガー  瀬戸山口店

モスチーズバーガー  
400円

☎87・3622  FAX.87・3624 矢形町95

★当店のイチオシ

天狗屋

創業52年。開業時より、変わら
ぬ味をお楽しみ下さい。

17：00～21：00営 日曜・祝日休

ミニうな重（うなぎ半匹分）

1,800円

☎82・0001  FAX.82・0006 西蔵所町61－5

★当店のイチオシ

ランチメニューをそのままご自
宅でお楽しみいただけます。

とうふ屋しろ  しろのごはん屋

10：30～17：00営 日・月曜日休

豆腐と三河もち豚の
角煮（ご飯付）  650円

☎82・3468 汗干町２

★当店のイチオシ

http://www.tofuya-siro.com/ tofuya.siro@gmail.com

旬の食材を活かした彩り華やか
な割子弁当。
注文は5人前～要予約

日本料理あかつき

11：00～14：00、17：00～21：00営
http://akats711.wix.com
/akatsuki

akatsuki3888@gmail.com
不定休休

割子弁当  3,240円

陶原町4－85

★当店のイチオシ

☎82・3888  FAX.82・3888

焼肉  韓国料理  金泉

やわらかい赤みのお肉を金泉
秘伝のお味噌で仕上げたどん
ぶり！

11：00～14：30（金・土・日）、17：00～21：30（火～日）営 月曜日
https://m.facebook.com/
koreanfood.kinsen/

kinsen6110@gmail.com
休

ボリュームたっぷり
ハラミ丼  1,290円

☎84・6110 南山町2－51

★当店のイチオシ

レストサカエ

創業80年 素材を活かした  
こだわりの味。ご注文はお電
話にて。

11：00～13：45、17：00～19：00
facebook.com/
misokatsurestsakae

営 木曜日休

みそかつ（ロース）
1,040円

☎82・3613 朝日町42

★当店のイチオシ

instagram.com/restsakae42
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定食屋 なすび

調味料にこだわり十種類をブレ
ンドした当店オリジナルです。

11：00～14：00、17：00～21：00営 日曜日・月曜日
https://www.isc-seto.com/cgi-bin
/genki/index.cgi?id=619

ys310715@gctv.ne.jp
休

鶏の味噌焼弁当
750円

☎83・2220 西追分町161－1 コーポ追分107

★当店のイチオシ

http://www.izakaya-kishou.com

居酒屋  喜笑  本店

当店いちおしのもつ鍋、サラダ、
揚物（串カツ、ポテト、唐揚）付き。

11：00～15：00、17：00～20：00（コロナ対応中）
11：00～15：00、17：00～25：00（通常）

営 不定休休

もつ鍋セット
（2～3人前）
2,980円

☎21・1625  FAX.42・8556 栄町24

★当店のイチオシ

〈市外局番0561〉※並びは順不同  ※表示はすべて税込価格です

ちょっと贅沢にお家でうなぎは
いかがですか？

うなぎ・和食　千登勢

11：00～14：00、17：00～20：00営 月曜日休

上うなぎ丼  
3,100円

☎82・1555  FAX.82・1555 東赤重町１－１

★当店のイチオシ

キッチン  アクアカフェ

唐揚げとしょうが焼きの２色の
よくばり丼です！
ご飯の大盛ＯＫ！

7：00～17：30営 水曜日休

唐揚げとしょうが焼き
合盛丼  540円

☎84・7686 石田町124

★当店のイチオシ

ご飯に手作りハンバーグと目
玉焼き！ソースをからめてどう
ぞ！！

カフェ and キッチン  ONO Hawaiian

11：30～22：00営
https://tsuku2.jp/
onohawaiian

takako@ono-hawaiian.com
火曜日と第3水曜日休

ロコモコ  800円

☎78・1752  FAX.78・1752 上松山町1－17  シャトーＫ－１

★当店のイチオシ

昔ながらの焼そば。

吾妻軒ワールド

11：00～14：00営 月曜日休

瀬戸焼そば  500円

☎89・5070  FAX.89・5070 深川町13

★当店のイチオシ

醤油ベースのだし汁に岩塩・
ざらめ・赤ワインを使った瀬戸
焼そば。

カフェ  ド  ブラザーシップ

7：00～17：00営
https://brother-ship.crayonsite.net brother@prin.be

火曜日休

瀬戸焼そば  520円

東寺山町15

★当店のイチオシ

☎85・5524  FAX.85・5524

喜楽  梅むら

旬の食材を使った料亭弁当です。
食材を通して旬を感じて下さい。
※宅配には条件があります。

11：30～13：00（L.O）、17：00～20：00営 不定休休

季節のおまかせ弁当  
3,240円

☎82・2031  FAX.82・2031 陶原町5－14

★当店のイチオシ

清月

厳選された７種類の食材をふん
だんに使用した自慢の逸品です。

11：30～13：30、17：00～20：00営 木曜日休

上太巻  2,590円

☎85・8700  FAX.85・8700 平町3－106－1

★当店のイチオシ

炭火焼肉  牛ざんまい  瀬戸店

焼肉屋さんの炭火焼肉の味わ
いをぜひご家庭でもお楽しみ
下さい。

11：30～15：00（L.O14：30）
17：00～23：00（L.O22：30）

営 なし

m.jimukyoku@marine-group.co.jp

休

牛カルビ弁当  
1,134円

☎82・9301  FAX.82・9302 東寺山町179

★当店のイチオシ

スパゲティ、唐揚げ、チキンカツ、
ハンバーグ、卵焼と豆腐田楽

喫茶アカダマ

（テイクアウト）16：00まで可能。前日15：00までの予約優先、当日は数量限定。
毎週木曜、第1・3・5金曜日休

アカダマのおかず
詰め合わせ  1,500円

☎82・2086 追分町35

★当店のイチオシ

海老2尾、魚1種、野菜6種の
天丼。その他桜エビの天丼も
あります。

手打ち蕎麦  志庵

営 火曜日休

特製天丼  1,080円

☎82・3051 栄町12

★当店のイチオシ

http://www.sian.co.jp h.chujo@me.com
11：30～14：00、17：30～20：30

CHINESE RESTAURANT  旬彩華

本場中華料理。32種類ありま
す。3つ買うと餃子1人前サー
ビス。

エビマヨ弁当
680円

☎88・1190 宝ケ丘町239

★当店のイチオシ

営 年中無休休11：00～14：30、17：00～24：00

すし処  光永

数種のネタを散りばめた宝石
箱！平日昼持帰は超割引有！詳
細問合。

11：00～13：30（L.O）、16：00～20：30（L.O）営 水曜日
http://www.s-kouei.com Kouei6888@yahoo.co.jp

休

光永特製バラちらし  
1,944円

☎84・6888  FAX.84・6888 共栄通7－164

★当店のイチオシ

カフェレスト  シャレード

ご飯・メイン・煮物等３品・サラ
ダ付。土・日は要予約5個以上。

7：00～16：00営 水曜日休

日替り手作り真心弁当  
650円

☎82・4872 幸町45

★当店のイチオシ

https://sumibiyaki-namihira.owst.jp/

炭火焼  なみひら

瀬戸で１番若い大将がガンバっ
てます！

18：00～23：30営 日曜日休

焼鳥屋の親子丼
800円

☎84・6118  FAX.84・6118 共栄通6－34

★当店のイチオシ


