
カテゴリＡ．「おうちや職場でお店の味」～テイクアウト・デリバリー対応飲食店～ 
 

Ｎｏ．3８  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼        2020.７.１掲載 

テーマ 老若男女から親しまれる天然のスイーツ  

店舗名 株式会社 日輪 技術本部（焼き芋 桜） 

テイクアウト － デリバリー 〇 

販売内容 冷やし芋(200g程度) 1本 280円(税込) 

注文条件 

・4本からお受付いたします。 

・ご注文方法はFAXまたはE-mailにて承ります。 

注文本数、配送日、お届け先住所、お名前、 

連絡先番号をお知らせください。 

・配送希望日の前日15時までにご注文ください。 

・配送地域は各務原市内です(配送無料)。 

・配送時間帯は12:00頃、15:00頃のどちらかで

す。ご希望の時間帯を指定してください。 

・配送は平日のみ。土日祝日はお休みです。 

・お支払いは現金のみです。 

お店から一言 

99.9%真空冷蔵パックした絶品の冷やし芋で
す。さつまいもは国産の紅はるかを使用。甘
味料・保存料・着色料などは使用しておりま
せんのでお子様のおやつにも最適です。 

住所 各務原市鵜沼西町 3-71 営業時間 平日 9:00～18:00 

電話番号 058-379-6150 定休日 土日祝日はお休み 

E-mail haitatsu@yakiimo-sakura.com FAX 番号 058-379-6151 

URL http://yakiimo-sakura.com/ 販売担当 販売担当 久保 

 

Ｎｏ．3７  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.６.１８掲載 

テーマ 本場中国の美味しさを提供致します！  

店舗名 中国料理「王府」 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 中華料理弁当など 

注文条件 
テイクアウトは随時受付しております。 
30 分前までにご注文をお願いします。 

お店から一言 

皆様に愛されるお店作りを目指して頑張って
います。 
海老マヨ、唐揚げ、エビチリ、酢豚、油琳鶏、回
鍋肉などの弁当を販売しています。 

住所 各務原市蘇原三柿野町 973-17 営業時間 
11:00～14:00 

17:30～22:00(暫定) 

電話番号 090-3931-0766 又は 090-2574-2755小松 定休日 月曜定休 

E-mail reikonakayawang97317@gmail.com FAX 番号 － 

URL － 販売担当 中屋麗子 

mailto:haitatsu@yakiimo-sakura.com
http://yakiimo-sakura.com/


Ｎｏ．3６  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原        2020.６.５掲載 

テーマ 
カレーナンなど、本格的なインド料理をご賞

味ください！ 

 

店舗名 
CURACION 株式会社 
フードパーク カバル(美人の湯かかみがはら内) 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
カレー各種（780円～） 
丼もの各種（750円～） 他 

注文条件 
・デリバリー注文受付は当日 OK。各務原市内

は配達無料 
・テイクアウトは当日１品からＯＫ 

お店から一言 
インドから来た！超有名ホテルの料理長を歴
任したアラムさんによる、具材、スパイスにこだ
わったカレーがご自宅でも味わえます！ 

住所 各務原市蘇原申子町 1-1 営業時間 
11:00～14:30 

16:00～21:00 

電話番号 058-380-2622 定休日 火曜日（祝日の場合は営業） 

E-mail － FAX 番号 058-380-2667 

URL http://www.bizin-yu.co.jp/ 販売担当 販売担当 増田 

 

 

 

Ｎｏ．3５  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼        2020.６.１掲載 

テーマ 居酒屋の定番料理をご自宅で！  

店舗名 昭和食堂 各務原店 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 
手羽先唐揚げ（480円） 
串焼き 各種（一本130円～） 

注文条件 当日 1品からＯＫ 

お店から一言 

お酒のおつまみなど居酒屋の味を楽しめま
す。テイクアウトやっていますので是非ご利用
下さい。 
テイクアウトの方、サービス券プレゼント‼ 

住所 各務原市鵜沼三ツ池町 3-334 営業時間 
平日・日曜日 17:00～26:00 

金・土曜日  17:00～27:00 

電話番号 058-370-9290 定休日 年中無休 

E-mail syouwa.kakami@gmail.com FAX 番号 058-370-9290 

URL  販売担当 店長 森部 

 

 

 



Ｎｏ．3４  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：稲羽       2020.５.２１掲載 

テーマ ランチコースそのまま体験できる自宅でイタリアン！  

店舗名 Ｌａ Ｍａｎｃａ  ラ マンカ 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 

・イタリアンお弁当（lunch BOX）1,620円 

･単品パスタ 810円（パン付） 

・Bコース特製弁当  2,920円・Cコース特製弁当 

3,240円・白身魚のリゾット オマール海老のテールグ

リル添え 2,900円 

注文条件 

ご注文はお電話にて承ります。 

･注文可能時間（前日予約）10:00～21:00頃 

※午後からの引き取りは時間により当日も OK。ご相

談ください。 

･引き取り可能時間 11:30～17:00  

※以降の時間は応相談 

お店から一言 

“旬”が詰まった色鮮やかな前菜、パスタ、自家製スイ

ーツが１つになった「8種の前菜付きパスタのお弁当」

は、旬野菜をふんだんに使ったカラダにも嬉しいテイ

クアウトBOXです。 

住所 各務原市大野町 5-87-1 営業時間 11:30～17:00（テイクアウト） 

電話番号 058-382-4685 定休日 火曜日、水曜日 

E-mail taka12ktgw@gmail.com FAX 番号 058-382-4685 

URL https://hitosara.com/0006052048/ 販売担当 北川貴通 

 

Ｎｏ．3３  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.５.２０掲載 

テーマ 美味しいものが笑顔と元気の源となりますよう！  

店舗名 割烹 堀部 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
ローストビーフ弁当 ￥1,500〈新商品〉 
四季のお弁当（春） ￥1,600  他 

注文条件 
前日までにご予約下さい 
5,000 円以上にて市内無料配達 

お店から一言 

当店名物の飛騨牛しぐれ煮と、煮玉子を取り
合せたローストビーフ弁当を新発売！ 
ご好評の四季のお弁当(春)は６月中旬までの
期間限定 

住所 各務原市那加元町 20 営業時間 11:30～20:00 

電話番号 058-382-0072 定休日 水曜日 

E-mail ghoribet@gmail.com FAX 番号 058-382-0069 

URL - 販売担当 堀部照行 

 

 



Ｎｏ．3２  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.５.１１掲載 

テーマ 和食屋が作るお弁当をご家庭で！  

店舗名 げんそう 

テイクアウト ○ デリバリー 〇金額と場所により無料配達 

販売内容 
①おもてなし弁当（写真手前） 
②ローストビーフ弁当（写真奥）他 

注文条件 

前日 PM 5:00 までに注文→TEL 又は HPへ 
当日は AM 10:00⇒昼お渡し 
     PM  2:00⇒夕方お渡し 
※仕入れの都合で無理な場合もあり 

お店から一言 

見た目から食欲をそそる料理に常に心がけて
います 
現在、おもてなし弁当テイクアウトの場合（現
金支払の場合）￥1,620→￥1,458（10％OFF） 

住所 各務原市那加巾下町 84-1 営業時間 11:00～18:00 
テイクアウトの場合 

電話番号 058-382-4058 定休日  

E-mail youko.gensou@gmail.com FAX 番号 058-382-4086 

URL https://www.gensou-inc.co.jp 販売担当 前田 

 

 

 

Ｎｏ．３１  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.５.１１掲載 

テーマ 本格調理人の御料理をご自宅で！  

 

 

海老天巻￥500     鰻ちらし￥600 

 

 

 

 

 

 

釜揚げしらす丼￥500（左） 

桜海老と貝の小柱ごはん弁当￥550（右） 

 

店舗名 
協和建設株式会社フード事業部 

展望レストラン ぶるうすかい 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 

(パック)サラダ巻￥400、海老天巻￥500 他 

(丼)ヒレカツ丼￥500、天丼￥500、 

生姜焼き丼￥500、釜揚げしらす丼￥500 

(弁当)筍ごはん弁当￥550、 

桜海老と貝の小柱ごはん弁当￥550 

注文条件 2 日前まで 

お店から一言 

バイキング、パーティー主体のお店です。今

回、和洋の調理人が腕によりをかけてご用意

致します。プロの味を是非、ご自宅等でお楽

しみください。 

住所 各務原市那加桜町 2-186 産業文化センター8Ｆ 営業時間 － 

電話番号 058-389-2224 定休日 － 

E-mail bluesky3892224@gmail.com FAX番号 058-389-2240 

URL  販売担当 広瀬 

 



Ｎｏ．30  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼        2020.５.７掲載 

テーマ 
テイクアウトも充実したお店 

おうちでも、お馴染みの美濃の郷の味を！ 

 

店舗名 美濃の郷 各務原店 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
各種弁当（¥1300～） 
釜めし（¥1080～） 
朴葉寿司（¥216） 

注文条件 

受付時間10:00～18:00 
配達無料２個以上で承ります。（地域はご相談） 

テイクラウト１個よりＯＫ 
ご注文はお電話にて承ります。 

お店から一言 

和風レストラン 
寿司、釜めし、うどん、そば、天ぷら、とん
かつ等メニュー豊富。ご家族皆様がお好きな
ものをどうぞ。 

住所 各務原市鵜沼三ツ池町 2-195-1 営業時間 
11:00～22:00 
オーダーストップ 21:30 
（自粛期間変更あり） 

電話番号 058-379-3010 定休日  

E-mail minokakami@triton.ocn.ne.jp FAX 番号 058-379-3012 

URL  販売担当 店長 星屋允彦 

 

Ｎｏ．２９  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼        2020.５.７掲載 

テーマ 
おうちで旅行気分！ハワイをテーマにしたプレ

ートランチやオードブルが人気！ 
 

店舗名 ＲＥＳＯＲＴ ＤＩＮＩＮＧ ＭＡＨＡＬＯ 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
プレートランチ（弁当）900～サイドメニュー400～ 

丸鶏フリフリチキン2000～ ﾊﾜｲｱﾝｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ4000～ 

注文条件 

ご来店時の注文でもＯＫですが、事前に電話
注文でスムーズにお渡しできます。Instagram
の DM でも受付けております。5000 円以上お
買上げで市内デリバリー無料！ 

お店から一言 

“おうち時間”を楽しく！！ 

本格ハワイアン料理で旅行気分でおうち時間

を楽しく過ごしましょう。 

住所 各務原市鵜沼三ツ池町 1-151 営業時間 
11:30～20:00（5/6

まで） 

電話番号 058-371-3002 定休日 火曜日 

E-mail mahalo@aq.wakwak.com FAX番号 058-371-3002 

URL 
http://www.instagram.com/resort_di
ning_mahalo 販売担当 販売担当 黒太 

 

 



Ｎｏ．２８  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼       2020.4.２８掲載 

テーマ カドゥームのケーキ始めました！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タルト・オ・フレーズ 

 

店舗名 カドゥーム 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
タルト・オ・フレーズ 
12cm ¥2300 15cm ¥3200 18cm ¥4300 
他にもケーキ・焼き菓子も多数 

注文条件 
前日までにご予約下さい。 
15cm と 18cm は、ロウソクとメッセージプレ
ート付きです。 

お店から一言 
アーモンドとバター風味豊なタルトに平飼い卵
のカスタードを乗せて無農薬栽培の濃姫を使
用。母の日やお誕生日のお祝いに！ 

住所 各務原市鵜沼西町 3-99-2 営業時間 10:00～20:00（5/6まで） 

電話番号 058-379-3441 定休日 月・火曜日 

E-mail info@mississippi2033.com FAX 番号  

URL 
https://ameblo.jp/fc-
mississippi/entry-12589518421.html 

販売担当 佐曽利 

 

 

Ｎｏ．２７  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼       2020.4.２８掲載 

テーマ 
お店の味がそのままお家でも楽しんでいただ

けます！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒毛和牛筋肉とたっぷりお野菜のトマ

トスープ or ソフトシェルシュリンプと

浅利のクリームスープ 

店舗名 フレンチ＆ワイン ミシシッピー 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
スープセット 2種類（920円税別） 

ハッシュドビーフのお弁当（1,500円税別）他 

注文条件 

当日でもご用意できます。 
10:00より店頭、お電話でのご注文頂けます。 
お電話で個数、お渡し時間をご連絡頂ければ、
スムーズにご用意できると思います。 

お店から一言 

前日までにご予約いただければ、ご予算に応

じたお弁当、オードブルやお店で提供している

メイン料理などもご用意できます。 

住所 各務原市鵜沼西町 3-99-2 営業時間 10:00～20:00（5/6まで） 

電話番号 058-379-3441 定休日 月・火曜日（祝日の場合は営業） 

E-mail info@mississippi2033.com FAX 番号  

URL 
https://ameblo.jp/fc-
mississippi/entry-12589518421.html 

販売担当 佐曽利 

 

 



Ｎｏ．２６  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼       2020.4.２８掲載 

テーマ 明日は、“たけとも”の弁当にしない？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗名 旬彩処 たけとも 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
・特製弁当 1,500円～ 

・オードブル ３、４人前 2,000円～ 

注文条件 前日までに、ご予約をお願い致します 

お店から一言 
・旬の食材を使用した懐石弁当です 

・テイクアウトの方、ドリンク券進呈 

住所 各務原市鵜沼小伊木町 2-30-1 営業時間 
11:00～15:00 

17:30～20:00 

電話番号 058-370-2959 定休日 水曜日 

E-mail － FAX 番号 058-370-2959 

URL https://www.shunsaidokoro-taketomo.com 販売担当 深谷 

 

 

 

Ｎｏ．２５  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼       2020.4.２７掲載 

テーマ 家族だんらんの食卓に、たむろのうなぎを！！  

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はうな丼です 

 

店舗名 うなぎ屋たむろ 各務原グリュー 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
うなぎ 長焼（3,380円） 

うな重 特上（2,980円）他 

注文条件 

当日、１品から注文ＯＫです。 

お電話にて、お渡し時間をご予約していただ

くと、スムーズです。 

お店から一言 

炭火で焼いたうなぎの、外はカリッと中はふ

わっとした食感を、ご自宅でもお楽しみくだ

さい。肝焼もあります（数量限定）。 

住所 各務原市鵜沼羽場町 5-164 営業時間 
11:11～14:30 

17:11～20:00 

電話番号 058-213-1888 定休日 月曜日 

E-mail info-team@team-gr.co.jp FAX 番号  

URL tamuro-gr.com 販売担当 木戸口 

 

 



Ｎｏ．２４  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼       2020.4.２７掲載 

テーマ 本格窯焼きピッツァやパスタが家で！  

店舗名 イタリアン＆創作料理 くうかい 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
直径約 30 ㎝大判ピザ 21種（1450 円税込～） 

パスタ６種 創作一品料理９種 

注文条件 

商品お渡し時間 

11:30～14:00  17:30～19:00 

詳細はお電話でお問い合わせ下さい。 

お店から一言 

本格窯焼きピッツァのお店です。今回ピザ、

パスタ、創作料理のテイクアウト始めました。 

テイクアウト全 10％off（1年間有効） 

住所 各務原市鵜沼羽場町 4-225 営業時間 

8:30～14:30 

17:30～21:00 

（5/6まで 19:00） 

電話番号 058-370-1966 定休日 火曜日（祝日の場合水曜） 

E-mail － FAX 番号 058-370-1966 

URL フェイスブックやってます 販売担当 澤井 

 

 

Ｎｏ．２３  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２７掲載 

テーマ おうちで美味しい焼肉を！  

店舗名 焼肉なか 元町店 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
塩タン（900円税抜） ※写真は 2人前 

トンチャン（260円税抜） 

注文条件 

お店のメニュー全て 1人前から OK 

電話注文いただければ、営業時間外対応 

（注）商品は全て火を通してお召し上がりく

ださい 

お店から一言 

創業 50 年の老舗の味を是非ご家庭でもどう

ぞ。秘伝のたれは、ご飯もお酒もすすむおい

しさです。 

住所 各務原市那加元町 3-1 営業時間 17:00～22:00 

電話番号 058-382-7423 定休日 火曜日 

E-mail － FAX 番号  

URL － 販売担当 鈴木 

 

 



Ｎｏ．２２  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.4.２7 掲載 

テーマ 日替り弁当で、バランスのいい和食です。  

店舗名 仕出し専門店 あづみ 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 

・お弁当 日替りで、魚、肉、野菜等の煮物 

テイクアウトは５４０円（税込） 

（六軒駅南の店舗でお渡しします） 

・お弁当 デリバリーは８６４円（税込） より 

（ご指定の場所まで配達します） 

注文条件 

テイクアウトは２時間前までに注文 

（１個からでも注文できます） 

デリバリーは５個以上で前日までの注文でお

願いします。 

お店から一言 
イオン内わくわく広場においても日替り弁当

（５４０円）を販売しています。ご利用ください。 

住所 各務原市蘇原六軒町 4-19-1 営業時間 9:00～18:00 

電話番号 058-383-5815 定休日 日曜日（デリバリーは年中無休） 

E-mail － FAX 番号 058-382-0750 

URL － 販売担当 安積 

 

 

Ｎｏ．２１  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２７掲載 

テーマ ふわトロオムライスをご自宅で！  

店舗名 AMUSE CAFE 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
黒毛和牛100％ハンバーグ弁当1100円 

オムライス各種 950 円 

注文条件 
５個以上ご注文につきシフォンケーキ 1 個サー

ビス 

お店から一言 

オムライスで人気のお店です。 

オーナー自慢のふわトロオムライスは絶品！！ 

その他メニューも多数あります。 

住所 各務原市那加石山町 1-126-1 営業時間 8:00～17:00 

電話番号 058-227-7837 定休日 月曜日（祝日の場合は営業） 

E-mail Akr118akr@yahoo.co.jp FAX 番号  

URL － 販売担当 オーナーシェフ 上村 



Ｎｏ．２０  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２４掲載 

テーマ 本格中華をぜひ、ご自宅で！  

店舗名 チャイニーズキッチン 小猫（シャオマオ） 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 中華弁当（全８種）￥８６４～ 

注文条件 テイクアウト当日一品からＯＫ 

お店から一言 

おうちで楽しんでもらえるよう、リーズナブ

ルな中華弁当をご用意。８種類あるので日替

りでご注文お待ちいたしております      

住所 各務原市那加不動丘 2-43 営業時間 
11:30～13:30 

17:30～19:00 

電話番号 058-371-5428 定休日 火曜日 

E-mail － FAX 番号  

URL － 販売担当 柴田 

 

 

 

Ｎｏ．1９  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.4.２４掲載 

テーマ とりあえず食べてみて。  

店舗名 どくだみ草 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
お好み焼   けいちゃん焼 

焼きソバ   だしまき   串焼 

注文条件 

・営業時間内にＴＥＬをいただけたら１ケか

らでもテイクアウト可。 

・オードブルは前日までに連絡下さい 

お店から一言 

鉄板居酒屋で夜のみの営業でしたが、昼から

のテイクアウトを始めました。 

是非ご賞味下さいませ。 

住所 各務原市蘇原柿沢町 1-15-2 営業時間 
11:30～14:00 

16:00～20:00 

電話番号 058-371-5345 定休日 月曜日 

E-mail － FAX 番号  

URL j47.jp/dokudamisou/#r02 販売担当 笠江 

 

 



Ｎｏ．１８  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２４掲載 

テーマ 本格スープカレーをご自宅でも！ 

 

店舗名 
スープカレー専門店 

Monkey SPICE（モンキースパイス） 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 スープカレー（820円～）、その他弁当 

注文条件 

テイクアウトは、当日1品からのご注文可。宅配

弁当は、10時～11時過ぎの間着のみ可能。その他

お時間でのお届けはご相談ください。 

どちらも、店頭かお電話にてご予約お願いしま

す。水曜でも、前日までのご注文で承ります。 

お店から一言 

10 種類以上のスパイスを使った本格的スー

プカレーが楽しめる店です。スープには、旨

味とコラーゲン、食物繊維がたっぷりです。 

住所 各務原市那加門前町 3-39 営業時間 
11:30～14:00 

17:30～21:00 

電話番号 058-372-6711 定休日 水曜定休（祝日の場合は営業） 

E-mail zunzun2525mama@yahoo.co.jp FAX 番号 058-372-6711 

URL https://www.monkey-spice.com/ 販売担当 岡田匡司 

 

 

Ｎｏ．1７  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２３掲載 

テーマ 仕出し専門店のお弁当はいかがでしょうか？  

店舗名 魚久満（うおくま） 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
割子弁当（写真はいずれも￥1000 のお弁当） 

オードブル 

注文条件 
配達・店頭渡しは、前日までのご注文でお願

いします。配達料は無料 

お店から一言 
季節を楽しむお料理を、心を込めてお作りし

ます。会議用のお弁当もおまかせください。 

住所 各務原市那加桜町 3-260 営業時間 11:00～19:00 

電話番号 058-382-2401 定休日 第３日曜日 

E-mail － FAX 番号 058-382-7643 

URL http://www.uokuma-gifu.com/ 販売担当 熊澤宏泰 

 

 



Ｎｏ．1６  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.4.２2 掲載 

テーマ おいしいお魚料理連れて帰れます  

店舗名 会食酒菜 和楽居 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 ・一品料理（お造り・小鉢など）  

注文条件 

ご注文は前日までにお願いします 

（メニューなどを記載した用紙は店頭に設

置してあります） 

お店から一言 

ちょっとした一品がうれしい 

→お父さんのあて 

お出かけできないあの方に 

→玄関先で渡せる手土産・お裾分に 

おいしいお料理をご用意 

住所 各務原市蘇原青雲町３－１７－１ 営業時間 
昼 11:30～13:00 

夜 17:00～19:00 

電話番号 058-374-3989 定休日  

E-mail  FAX 番号  

URL インスタグラム kakamigaharawarai 販売担当 増田 

 

Ｎｏ．1５  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２2 掲載 

テーマ 喫茶店のモーニングをご自宅でどうぞ  

店舗名 豆屋珈琲店 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 ・テイクアウトモーニング  

注文条件 

①店頭にて注文 

②電話にて注文（予約も可） 

 １→店頭にて受け取り 

 ２→ドライブスルー受け取り 

お店から一言 

本格挽きたてコーヒーが楽しめる喫茶店で

す。岐阜の文化でもあるモーニングをテイ

クアウトにしました。ぜひご自宅でもどう

ぞ 

住所 各務原市小佐野町１－４８ 営業時間 
7:30～23:00 

今だけ(8:00～20:00) 

電話番号 058-371-0051 定休日 年中無休 

E-mail Mameya.coffee@gmail.com FAX 番号  

URL https://www.mameya-coffee.com/ 販売担当 池田 



Ｎｏ．14  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.4.２2 掲載 

テーマ 赤からの商品をぜひご自宅で！  

 準備中 

店舗名 赤から各務原店 

テイクアウト ○ デリバリー - 

販売内容 
・セセリ丼(600円税抜) 

・名古屋風手羽先(4本 490円税抜) 他 

注文条件 
テイクアウトの注文受付は 14時～19時、 

受取時間は 15 時～20時です。 

お店から一言 

赤からを活かした丼物、揚物をご用意。 

テイクアウト注文のお客様に次回店内で使用

できる 1,000 円券(1年間有効)をプレゼント 

住所 各務原市蘇原沢上町 4-3-6 営業時間 

17:00～20:00(テイクアウ

トは 15:00～20:00 まで営

業) 

電話番号 058-371-5911 定休日 年中無休 

E-mail Maji-honpo@onyx.ocn.ne.jp FAX 番号 058-371-5977 

URL https://www.hotpepper.jp/strJ00076310/ 販売担当 真川(サナガワ) 

 

Ｎｏ．1３  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：川島       2020.4.２2 掲載 

テーマ こだわりの飛騨牛をぜひ、ご自宅で！  

店舗名 琴川 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
・飛騨牛弁当 3種(1,500円～)※税別 

・お子様弁当(未就学児)500円 

注文条件 

・5,000 円以上で配達します。 

・受け渡し時間は 11 時～14 時、17 時～20

時。当日予約は昼 10時まで、夜は 14 時。 

※2 日前までのご予約をおすすめします。 

お店から一言 

今年で 45周年。リピーターの多い飛騨牛弁

当をこの期間にお召し上がり下さい。5,000

円以上のご注文で次回使える金券をプレゼ

ント。 

住所 各務原市川島松倉町 2468 営業時間 
11:30～13:30・17:00～20:00 

(通常は 21:00まで営業) 

電話番号 0586-89-4121 定休日 
水曜日、臨時休業もあり(HP

参照) 

E-mail Kinsen1975@asahinet.jp FAX 番号 0586-89-3956 

URL https://www.kin-sen.co.jp 販売担当 森 

 



Ｎｏ．1２  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：川島       2020.4.２2 掲載 

テーマ ご自宅でもお店の味を  

店舗名 和食 魚正 

テイクアウト ○ デリバリー 〇 

販売内容 
・お弁当 800円(税込)～ 

・うなぎの長焼き、うな丼、うな重 他 

注文条件 

期間限定お弁当、うなぎのテイクアウトは

当日予約 OKです。 

※配達地域についてはお問合せください。 

お店から一言 

期間限定で 800 円(税込)弁当を始めまし

た。今だからこそ、ご自宅でゆっくりお召

し上がり下さい。 

栄養たっぷりのうなぎもおすすめ。 

住所 各務原市川島松倉町 2410-2 営業時間 11:00～14:00・17:00～20:00 

電話番号 0586-89-3817 定休日 木曜日、第 2水曜日 

E-mail uomasa3817@gmail.com FAX 番号 0586-89-4811 

URL https://www.washoku-uomasa.com 販売担当 中野 

 

Ｎｏ．1１  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２2 掲載 

テーマ お店の味をご自宅で! 

 

店舗名 炭焼白湯ラーメン のぶなが 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 まぜそば（赤・白）850円 

注文条件 

当店ＨＰ内の注文フォームよりご予約承り

ます。当日、お急ぎの場合はお店までお電

話ください。 

お店から一言 
炭焼きのお肉の香ばしさをそのままお家で

召し上がれます。 

住所 各務原市那加大東町 9-2 営業時間 
11:30～14:00・16:00～21:00 

(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰは 20:30) 

電話番号 058-260-6100 定休日 月曜日・日曜は 14:00 以降休み 

E-mail nakashima@scrum39.com FAX 番号  

URL tryagain-nobunaga.com 販売担当 中島 

 

 



Ｎｏ．10  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２2 掲載 

テーマ お店の味をご自宅で! 

 

店舗名 もつ鍋 信長 各務原店 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 
もつ鍋セット 1,500円～ 

もつ焼弁当 700円～ 他 

注文条件 

当店ＨＰ内の注文フォームよりご予約承り

ます。当日、お急ぎの場合はお店までお電

話ください。 

お店から一言 

“ぷるっぷる”のもつをご家庭でお召し上

がり頂けます。もつ鍋セットは約 60日冷凍

保存ができます。 

住所 各務原市那加小佐野町 1-1 営業時間 
11:30～14:00・16:00～21:00 

(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰは 20:30) 

電話番号 058-371-1818 定休日 水曜日 

E-mail nakashima@scrum39.com FAX 番号 058-371-1818 

URL tryagain-nobunaga.com 販売担当 中島 

 

 

Ｎｏ．９  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.２2 掲載 

テーマ 昭和の喫茶メニューをご自宅で!  

店舗名 喫茶 パル 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 
サンドウィッチ 4種、焼きそば、焼きうどん 

パスタ 6種 

注文条件 当日１品からＯＫ 

お店から一言 

すべて手作りです。当店では焼きそば、サ

ンドウィッチが人気となっています。昔な

つかしい味を、ぜひお楽しみください。 

住所 各務原市那加前洞新町 3-36 営業時間 8:00～17:00 

電話番号 058-383-6888 定休日 日曜日 

E-mail － FAX 番号 － 

URL インスタグラム paru6888 販売担当 川瀬 

 

 



Ｎｏ．８  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.4.２１掲載 

テーマ 
薪窯焼きの本格ピザをご自宅で!!安心安全

の手作りオードブル、弁当を是非!! 

 

店舗名 窯処 Kamadocoro コジ-コジ 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 

・ピザ(1,000円～)、パスタ（1,000円～） 

・弁当（要予約 1,000円～） 

・オードブル（要予約 1,000円～） 

注文条件 
・弁当、オードブルは前日までの要予約 

・ミニオードブルは電話注文のみ 

お店から一言 

薪窯料理をイタリアンベースで楽しめるお

店です。本格窯焼きピザ、オードブルをお

楽しみください。 

住所 各務原市蘇原吉新町 1-15 営業時間 11:30～14:00・17:30～23:00 

電話番号 058-322-4907 定休日 火曜日 

E-mail － FAX 番号 058-322-4907 

URL https://www.lets-gifu.com/g/shop-13702/ 販売担当 吉田 

 

 

 

Ｎｏ．7  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.20 掲載 

テーマ お店の味をぜひ、ご自宅で  

店舗名 手打ちうどん 恵那 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 

・うどん、そば(冷・温) 

・丼物 

・一品料理（かつ、天ぷらなど） 

注文条件 テイクアウトは当日１品から OK。 

お店から一言 

ボリュームたっぷりの手打ちうどんが楽し

めます。テイクアウトの種類も豊富ですの

で、ぜひご利用ください。 

住所 各務原市那加前野町 4-99-1 営業時間 11:00～14:00・17:00～20:00 

電話番号 058-382-4807 定休日 水曜日、第二火曜日 

E-mail － FAX 番号 058-371-8749 

URL － 販売担当 小木曽 

 



Ｎｏ．６  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.20 掲載 

テーマ 
～コロナに打ち勝つ！！ 

ポジティブ弁当！！～ 

 

店舗名 和洋料理 まき本店 

テイクアウト ○ デリバリー ○ 

販売内容 

・打ち勝つ!!弁当 800円（税別） 

・打ち勝つ!!オードブル 3,000円（税別） 

・日和弁当 1,500円より 

注文条件 

ご注文は 5 時間前までにお電話でお申込みく

ださい。「コロナに打ち勝つ!!」シリーズは当

面、個数制限なく無料で配達いたします。 

お店から一言 

食べて気持ちが前向きになれる願いを込めま

した。テイクアウトの方に次回利用できる 100

円クーポン券（1年間有効）をプレゼント。 

住所 各務原市那加前洞新町 4-126 営業時間 

 

11:00～14:00（ランチ） 

17:00～20:00（5/6まで） 

通常は 22:00（21:00 O.S.）まで 電話番号 058-383-8788（対応時間は 10時～20時） 

E-mail maki8788@bronze.ocn.ne.jp FAX 番号 058-389-8987 

URL － 販売担当 牧田 

 

 

Ｎｏ．5  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.20 掲載 

テーマ 
「おいしさ」と「選ぶ楽しさ」。旬の食材な

どを使った季節感あふれるメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

店舗名 本家かまどや各務原インター店 

テイクアウト ○ デリバリー ○ 

販売内容 
日替わり弁当 390円（平日昼のみ）、 

のり弁当 330 円 ほか 

注文条件 
①テイクアウトは電話注文がおススメ 

②デリバリーは前日注文にてお願いします 

お店から一言 
土・日・祝日に限り人気のからあげ弁当を

50円引きにて提供しております 

住所 各務原市那加緑町 2-23 営業時間 
9:30～20:00 

（14:00～17:30は準備中） 

電話番号 058-389-7461 定休日 毎週火曜日は昼 14時まで 

E-mail － FAX 番号 058-389-7461 

URL － 販売担当 高橋 

 

 

のり弁当 

天丼 



Ｎｏ．4  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：那加       2020.4.17 掲載 

テーマ コロナに負けるな！！  

 

店舗名 
Un Passo alla volta 
ウン パッソ アラ ボルタ 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 

前菜のサラダ盛り 540 円、パスタ 4 種 756

円～、ピザ 2 種 540 円、メイン（2 人前）

1,728 円 ※税込 

注文条件 
当日 1 品から OK。TEL にて事前に注文して

いただくとお渡しがスムーズです。 

お店から一言 

当店の人気メニューを低価格でご提供いた

します。外出できない今、おうちでゆっく

りイタリアンはどうですか?? 

住所 各務原市三井東町 1-106-1 営業時間 11:00～15:00・17:00～20:00 

電話番号 058-372-2610 定休日 毎週月曜日 

E-mail － FAX 番号 058-372-2610 

URL － 販売担当 大島 

 

 

 

Ｎｏ．３  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：稲羽       2020.4.17 掲載 

テーマ 本格中華をぜひご自宅で！！  

 

店舗名 あじへい 

テイクアウト ○ デリバリー － 

販売内容 一品料理、餃子（361円）、唐揚げ（550円） 

注文条件 
当日の店頭注文および営業時間内に電話で

も賜ります。 

お店から一言 

一品一品手作り！容器代無料。ご飯類（550

円～）もあります。餃子は当店人気 No.1で

す。お会計合計 3,240 円以上で、キムチを

プレゼント。 

住所 各務原市小佐野 3-6 営業時間 
11:00～24:00 

平日 15:00～17:00は準備中 

電話番号 058-380-0868 定休日 毎月第 2水曜日 

E-mail Fukuoukei1688@gmail.com FAX 番号 058-380-0868 

URL https://www.ajihei.info 販売担当 福王 佳 

 



Ｎｏ．2  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：蘇原       2020.4.17 掲載 

テーマ 本格的な寿司を自宅で！！  

店舗名 宅配寿司 金のさち 

テイクアウト ○ デリバリー ○ 

販売内容 寿司 960円～ 

注文条件 

テイクアウトは当日 1品からＯＫ 

デリバリーは当日 60分前からＯＫ。 

（混み具合により時間が変わります） 

お店から一言 

低価格で本格的な寿司を楽しんでいただけ

ます。究極の味と新鮮なネタをお届けしま

す。ぜひこの機会にどうぞ。 

住所 各務原市蘇原新栄町 3-69-1 営業時間 9:30～20:00 

電話番号 058-371-9993 定休日 毎月第 2水曜日 

E-mail kinnosachi@yahoo.co.jp FAX 番号 058-371-9993 

URL https://kinnosachi.jp/ 販売担当 高橋 幸浩 

 

 

Ｎｏ．１  【ジャンル】：和食 洋食 中華  カフェ その他     【地区】：鵜沼       2020.4.17 掲載 

テーマ 
大地の恵みが詰まったお弁当で、みんなを

笑顔にします 

 

店舗名 ホカルノコーヒー 

テイクアウト ○ デリバリー ○ 

販売内容 お弁当（肉・魚・野菜系）各 980円（税込） 

注文条件 

多少お時間をいただきますが当日の受付で

も大丈夫です。 

※デリバリーは最低注文数が 20個 

お店から一言 

農家が経営するファーマーズカフェです。

新鮮野菜の味をご賞味ください。にんじん

の加工品も販売しています。 

住所 各務原市鵜沼西町 3-98-2 営業時間 8:00～18:00 

電話番号 058-372-9500 定休日 水曜日（祝日は営業） 

E-mail hokaruno@gmail.com FAX 番号 058-372-9500 

URL ｲﾝｽﾀｸﾞﾗﾑ hokaruno_coffee 販売担当 福久 

 

mailto:hokaruno@gmail.com

