
寿司・割烹　鈴政 手打そば　出羽
〒998-0037 酒田市日吉町1-6-18 〒998-0832 酒田市両羽町5-4
TEL 0234-22-2872 FAX 0234-22-2827 TEL 0234-25-4580 FAX 0234-22-8634

検索 検索

洋風郷土料理レストラン巳之助 レストラン凰花園
〒998-0859 酒田市大町6-1 〒998-0858 酒田市緑町19-10 勤労者福祉ｾﾝﾀｰ1F
TEL 0234-22-2377 FAX 0234-22-2377 TEL0234-26-2726　FAX0234-26-0666

検索

焼肉　南大門 壺やきいも専門店そらいも
〒998-0831 酒田市東両羽町6-17 〒998-0044 酒田市中町1-9-16
TEL 0234-24-1995 TEL/FAX 0234-31-9611

検索 検索

ガンバレ酒田、負けるな社長!!

ご自宅で本格中華をご堪能ください！

お持ち帰りのお寿司2,700円～
3,240円のご注文で1人前につき1
枚口細カレイの塩焼きをお付けし
ます。6月まで 『口細付けて！』
とお電話ください！
※価格は全て税込み

元気に頑張ろうキャンペーン中！

レストランの味をご提供いたします！

　　　酒田商工会議所

鈴政 手打そば　出羽

生そば・麦切り・天ぷらお持ち帰り承ります

生そば・麦切り ３玉入２，０００
円～、生そば・麦切り５玉入３，０
００円～、天ぷら９００円、イカ天
６５０円など。お気軽にお電話くだ
さい！
※価格は全て税込み

大人気 五目焼きそば800円。炒飯
750円、海老のチリソース1,000
円、餃子（5個）450円。他にもご
飯ものや一品料理ございます。お電
話にてご注文ください。
※価格は全て税込み

壺やきいも専門店　そらいも

焼肉弁当1,200円、ビビンバ弁当
1,000円、お肉各種(特製タレ
付)1,000円～、豚肉･センマイ･キ
ムチ･ナムル等 500円～（価格は
全て税込）その他のメニューもお
持ち帰りができます。お気軽にお
問合せください。

ハンバーグ弁当 \1,080、
牛肉の香味焼き弁当 \1,080
自家製のケーキやキッシュも販売
しておりますのでお気軽にお問合
せください。
※価格は全て税込み

凰花園

テイクアウト、デリバリー、キッチンカー

焼肉　南大門

お弁当、焼肉用の上質なお肉とキムチ類のテイクア
ウト始めます。

店舗の前に車が停めれてテイクアウ
トに最適！キッチンカー 導入によ
り、柔軟性が高まりコロナ予防をし
ながらあらゆるご要望にお応えでき
るようになりました！
その他、配達、企業訪問等もしてお
ります。
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味工房　八月 グリル&コーヒー　ロビン
〒998-0043 酒田市本町3-9-1 〒998-0878 酒田市こあら1-4-6
TEL 0234-22-1721 TEL 0234-24-1866 FAX0234-22-1996

検索

ラーメン風林火山 イデアルファーロ株式会社　未来食堂
酒田店 　〒998-0832 山形県酒田市両羽町5-2 〒998-0875　酒田市東町1-15-25
鶴岡本店 〒997-0015 鶴岡市末広町17-15 TEL 0234-26-0488　FAX 0234-25-8385

検索 栄養　バランス　満足　旬　美味しい　 検索

うなぎ割烹　治郎兵衛 庄内ホルモン酒田店 食の元氣(株)
〒998-0037 酒田市日吉町2-1-32 〒998-0043 酒田市本町3-6-40
TEL 0234-24-0248 FAX　0234-24-5939 TEL 0234-23-2917 FAX　0234-31-7270

検索 検索

・日替わり焼肉弁当　800円
・ﾐｯｸｽﾎﾙﾓﾝ弁当　600円
・焼肉屋の牛丼　500円
・米の娘ちゃん餃子　450円
お電話でご予約承ります♪
※価格は全て税込

庄内ホルモン酒田店

お店の味をご家庭でお楽しみいただけます。 焼肉弁当、逸品料理テイクアウト販売中

～すべて税込み価格となります～
・治郎兵衛弁当　2,500円
（鰻･もち米しゅうまい･卵焼き･
鰻の骨煎餅が入ったお弁当です）
・鰻重折2,970円
・大鰻重折4,050円
・餅米しゅうまい4ケ880円

ラーメン風林火山　テイクアウト営業のお知らせ

4月21日からテイクアウトのみ営
業します。メニューは普通盛(麺
250g)で汁なし800円、油そば850
円のみ。(全て税込み)今後メ
ニューは増えます！営業時間は
10:00～15:00までとなります。

食は医食同源、健全な体はまず食事から!!

配達は1個から致します、まずはお電話
をください。テイクアウトは酒田市役
所『え～る』でもOK
当社、管理栄養士が栄養バランス・食
事の楽しみを考慮したお食事を自信を
もって提供。
1食648円税込

ラーメン風林火山

八月の当日注文弁当！注文を受けてから手作りして
おります。

テイクアウト始めました

オムライスハンバーグ980円、オム
ライス680円、オムカレーハンバー
グ 870円、ハンバーグ650円、ス
テーキ丼980円、ハンバーグナポリ
タン870円などお電話お待ちしてい
ます。
※価格は全て税込み

味工房　八月

うなぎ割烹　治郎兵衛

☆ひれかつ弁当、ハン
バーグ弁当、煮魚弁
当、焼き魚弁当、唐揚
げ弁当…880円
☆豚ロース味噌漬弁
当、エビフライ弁当、
天ぷら弁当…1080円
※価格は全て税込み
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西洋割烹花月
〒998-0852 酒田市こがね町２丁目25-10
TEL 0234-25-3966

検索 酒田市幸町2丁目2-1 TEL 0234-24-1871

中華料理 龍鳳 富重
〒〒998-0114 酒田市十里塚字村東山南345-7 〒998-0043 酒田市本町3丁目5-16
TEL 0234-31-1671　FAX 0234-31-5268 TEL 0234-26-8044

検索 検索

山形手打ちそば　かざえもん 酒田ラーメン花鳥風月　酒田本店
〒998-0843 酒田市千石町2丁目8-1 〒998-0875 酒田市東町1-3-19
TEL 0234-25-5310　FAX 0234-25-5311 TEL 0234-24-8005

検索 検索

山形県産にこだわり、玄
蕎麦を自家製粉。鳥海山
の伏流水を使った本格手
打ち蕎麦。4品種からお選
びいただけます。◎最上
早生　◎出羽かおり　◎
常陸 秋そば　◎でわ宝1
人前640円(税込)田舎たれ
大根汁付 き。電話で注文
承ります♪

酒田　かざえもん

庄内豚と庄内牛のハン
バーグステーキなど花月
で人気のランチメニュー
のテイクアウト弁当や
オードブルや前菜など
色々ございます。ぜひご
利用ください。

写真はパックの仕出しで
す。器での提供もしてお
りますが、器の場合は翌
日でも構いませんので返
却をお願い致します。仕
出しは市内であれば無料
配送致します。当日注文
は正午までお願い致しま
す

日頃お世話になっている
お客様に、少しでも食事
で楽しいひと時を送って
いただきたいと思いま
す。お気軽にお電話くだ
さい！！
炒飯 \790 餃子\450な
ど(価格は税込)　※イン
スタグラムでもメニュー
をご覧いただけます。

かけラーメン 300円、
ご自宅用海老ﾜﾝﾀﾝﾒﾝ(冷凍)
700円、
花鳥ﾚｯﾄﾞｶﾚｰ 500円を店頭販
売中！
※10食以上のご注文は前日
まで電話ください。
※価格は全て税込

☆絶品手打ち蕎麦をご自宅でもぜひどうぞ☆ ラーメンスープを使用した濃厚カレー！

西洋割烹花月の人気メニューをテイクアウト

tomisige_sakata(Instagram)

西洋割烹花月

sakata_ryuhooo(Instagram)

花鳥風月　テイクアウト

お持ち帰りやってます！ミニ杏仁豆腐付き！ おうちで割烹　おうち時間で庄内の恵みを
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ライフコア・シラサキ　三代目兵六玉 ホルモンたかみ
〒998-0034 酒田市中央西町3-17 〒998-0051 酒田市高見台2-2-2
TEL 0234-23-5688　FAX 0234-23-5678 TEL 0234-31-1531　FAX 0234-31-1531

検索

酒茶房如意～台湾料理とお酒のお店 (有)こい勢
〒998-0824 酒田市大宮町4-6-11 〒998-0032 酒田市相生町1-3-25
TEL 0234-23-1045　FAX 0234-26-4248 TEL 0234-24-1741 FAX 0234-22-4003

検索 検索

北前横丁屋台村 LEI LANI
〒998-0044　酒田市中町2-6-1 中華料理　歓館
TEL 080-1811-1544 〒998-0103 酒田市錦町4-4-19

検索 TEL 0234-31-4481

お弁当・お持ち帰りメニュー始めました!

酒田市　テイクアウト　中華　如意

leilani.rie(Instagram)

ホルモンたかみ  お持ち帰りメニュー

ホルモンたかみ
お持ち帰り始めました。
その他いろいろとお電話で御要望に応
じます。お電話お待ちしております。
ぜひ、よろしくお願いいたします。
商品受渡時間 17:30～20:00

天津飯 \700
チャーハン弁当 \700
おつまみセット \700
ファミリーオードブル \2,000
海鮮あんかけチャーハン \800
チャーハン \550他
※価格は全て税込

おまかせ(10カン)3240円
上握り・ちらし1950円
並握り・ちらし1520円
特製バラちらし1730円
太巻き1080円
その他１品料理も御座い
ますのでお電話お待ちし
ております。
※価格は全て税込

松花堂弁当2,160円～ お弁当
1,080円～ オードブル3,240円～
人気のメニュー　比内地鶏親子丼
（プレミアム親子丼）1,290円
焼き鳥盛り８本1,470円(価格は全
て税込）。詳細はホームページで
ご確認お願いね！

松花堂・オードブル・お弁当お作りします。

ご自宅で本格台湾中華料理が楽しめる！ お店の味をご自宅で

 [昼]
 ☆日替わりランチ弁当  600円
 ☆フルーツサンド    300円～
 [夜]
 ☆晩酌セット1人前750円
 ☆モチコチキン(鳥唐揚げ)500円等
※価格は全て税込

国産皮付き豚バラ肉を
使った如意の魯肉飯や、
台湾屋台負の魯肉飯、麻
婆豆腐、炒飯、餃子、焼
売、春巻、鶏の唐揚げ、
黒酢の酢豚などなど、
様々なメニューがお持ち
帰り可能となりました。
中華オードブルも人気で
す！

昼も夜もテイクアウトできます！

三代目兵六玉
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伊豆菊　武蔵すし おせんそば
〒998-0044 酒田市中町2-1-20 〒998-0859 酒田市大町8-13
TEL 0234-22-3216 TEL 0234-26-4277

検索 検索

尾川園　酒田中町店 ベルナール酒田
〒998-0044 酒田市中町2-3-11 〒998-0833　酒田市若原町2-12
TEL 0234-26-7950　FAX 0234-26-7960 TEL 0234-26-0111 FAX 0234-26-3207

検索 検索

炭火で焼いた名物焼鳥を弁当に

うどん市酒田店 炭火割烹てつ
〒998-0841 酒田市松原南6-1 〒998-0044 酒田市中町1丁目11-2
TEL 0234-23-3869 FAX 0234-23-3868 TEL 0234-43-8225

検索

丼ぶり、定食（お弁
当）、ちらし寿司、
鰻、オードブルやお
寿司の盛合せ、な
ど、職場やご自宅に
1人前から配達して
います。

おせんそば

板そば（５～６人
前）、ざるそば、むぎ
きりなどご用意してお
ります。お電話でお気
軽にお問合せくださ
い。

酒田　伊豆菊　武蔵すし

出前・お持ち帰り　承っております。 そば・むぎきりなどお持ち帰り承ります

炭火焼鳥弁当（タレor
塩）税込800円
1個から注文承りま
す。
※前日まで要予約

国産牛の網焼きステーキ・
ハーブ鶏と野菜のトル
ティーヤなどが入ったス
テーキオードブル￥2,700
（税込）。他にもイタリア
ンオードブル・バラエティ
オードブルなど多彩なメ
ニューがテイクアウトでき
ます。

ベルナール酒田　テイクアウトオードブル

おやつタイムにソフトクリームお届けします 結婚式場のシェフが作るオードブル！

尾川園の商品何でもお届けしてい
ます！ソフトクリームも4個以上
で、指定の時間にお届けしていま
す！
10時12時15時は混み合います。
15分単位でお知らせください。注
文書用意しています。お気軽にお
問合せを！

酒田　尾川園

本場の讃岐系うどんと天丼をご自宅で！

麺喰いのしこしこうど
ん。揚げたての熱々天ぷ
ら丼。つるしこつけ麺
650円　天盛324円より。
揚げたて天丼弁当　680
円。特製エビ天丼弁当
930円　飯類には味噌汁
付き。その他お手頃価格
で提供中。※価格は税
込。

うどん市酒田店
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お弁当、お団子　テイクアウトOK!!

宅配料理の「御園」 cafe de ola (オランダせんべいFACTORY)
〒998-0031 酒田市浜田1-8-25 〒998-0832 酒田市両羽町2-24
TEL 0234-22-3734 FAX 0234-22-3755 TEL 0234-25-0017　FAX 0234-24-5239

検索 酒田米菓　オランダせんべいFACTORY 検索

カフェの手作り弁当！配達
も承ります
◆ランチボックス500円
◆スパイスカレー、米粉の
キッシュ、和風ハンバーグ
600円
◆炙りサーモン　700円
◆ミートドリア、煮込みハ
ンバーグ　800円
※価格は全て税込

弁当、オードブルデリバリー致します！

仕出し弁当、オードブ
ル、会席料理、お寿司な
どの豊富なメニューから
お選びいただけます。酒
田市内は3,500円(税込)以
上のお買上で無料配達致
します。ご注文はご利用
日の前日の午前中まで承
ります。詳しくはHPを！

酒田市　御園
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