
内湾・駅周辺エリア

揚げたてコロッケ屋！

TEL 080-1650-6604
営業時間 10：00~19：00　定休日（不定休）
※夜弁当／PM5：30までの受付です。
気仙沼市南町二丁目4-10 murasaki S-112

●日替り弁当 …………………………… 450円
●日替りランチ弁当…………………… 500円
●カキフライ弁当 ……………………… 650円
●とんかつ弁当…………………………… 680円

当日

内湾・駅周辺エリア

あげとっと

●揚げとっと……………………………… 300円
●タコ唐 …………………………………… 500円
●サメ唐 …………………………………… 500円
●なんタル サメ丼 …………………… 500円

TEL 0226-24-1050
営業時間 10：00~17：00 　定休日（水曜日）
気仙沼市南町3丁目1-23

当日 内湾・駅周辺エリア

アンカーコーヒー 内湾店

●チキンオーバーライス ………… 1,080円
●森のカレー ………………………… 1,100円
●デミハンバーグドリア ………… 1,210円
●カレードリア ……………………… 1,210円
TEL 0226-24-5955
営業時間 平日11：00~18：00/土日祝9：00~18：00  定休日（無休）
※10食以上ご注文の際は前日までに要予約。
気仙沼市南町海岸1-14 ムカエル2F

当日 内湾・駅周辺エリア

割烹  世界

TEL 0226-22-0291
営業時間 11：00~13：30（ラストオーダー）/17：00~21：00（ラストオーダー）
定休日（月曜日）
気仙沼市南町二丁目4-30

●ミニ会席弁当（二段）… 3,300～11,000円
●季節のお弁当………… 1,100～2,750円
●鰻重（並）・（上）………… 3,300・4,400円
●ステーキ重 ………………………… 1,700円

予約 内湾・駅周辺エリア

鼎・斉吉

●金のさんま出汁巻といなり弁当… 1,000円
●ちらし寿司…………………………… 1,200円
●特別弁当 …………………………2,000円～

TEL 0226-22-0572
営業時間 11：00~15：00　定休日（火・水曜日）
※仕込みに時間がかかる為、当日のご予約・ご注文は出来ません。
　必ず前日の16：00までにご予約をお願い致します。
気仙沼市柏崎1-13

予約

内湾・駅周辺エリア

cafe エスポアール

●ナポリタン……………………………… 695円
●ミートソース…………………………… 695円
●和風ミートソース…………………… 740円
●オムライス（サラダ付）…………… 900円
TEL 0226-24-4180
営業時間 平日10：00~18：00/土日10：00~16：00 定休日（月・第4木・祝・定休祝日の翌日）
※7食以上ご注文の方は前日までにお問い合わせ下さい。
気仙沼市笹が陣3-30 気仙沼図書館1階フリースペース内

当日 内湾・駅周辺エリア

喫茶 マンボ

●えびチャーハン……………………… 850円
●キムチチャーハン…………………… 750円
●五目あんかけ焼そば ……………… 850円
●エッグサンド ………………………… 700円
TEL 0226-23-0503
営業時間 11：00~13：00/17：00~19：00
定休日（月曜日）
気仙沼市南町一丁目4-1

当日 内湾・駅周辺エリア

K-port

●エビ出汁カレー……………………… 700円
●ロコモコ丼 …………………………… 800円
●マルゲリータ ピッツァ ………… 1,480円
●ジェノベーゼ・シーフード ピッツァ… 1,680円
TEL 0226-25-9915
営業時間 10：00~16：00　定休日（木曜日）
※営業時間が変更になる場合があります。
気仙沼市港町1-3

当日 内湾・駅周辺エリア

第二笑口会議処

●1人用オードブル………………… 1,200円
●ミニオードブル ……………………… 680円
●弁当仕立 ……………………………… 680円
●各種鳥唐単品………………………… 500円
TEL 0226-22-0137
受付時間 9：00~16：00　定休日（日曜・祝）
※予約により休日営業有。
気仙沼市三日町一丁目2-16

当日

お店のメニューから
食べたいものを選ぶ

お店に電話で注文
（希望するタクシー会社を伝える）

届いたらドライバーに
注文品の代金を支払うタクシーがデリバリー

選んで 電 話ご
注
文
方
法

運んで 届 くこ
れ
に

　し
よ
う
か
な

ホ
ヤ
デ
リ

お
願
い
し
ま
す
！

あ
り
が
と
う

　ご
ざ
い
ま
す

か
し
こ
ま
り
ま
し
た
！

4kmまで 配達料無料！

ホヤデリ！に関するお問い合わせ 気仙沼市産業部産業戦略課 TEL：0226-22-3432

●税込1,000円以上のご注文でご利用いただけます。（配達可能時間は9：00～20：00です。）
●4㎞を超える場合は、1㎞当たり200円の追加料金が発生します。（例：配達距離が5.1㎞の場合、追加料金は400円。）
●価格は税込み表示です。（掲載メニューは一部となりますので、詳細は各店舗にお問い合わせください。また、メニュー
及び金額は変更になる可能性があります。）

※気仙沼市の予算の都合上、早期に終了する場合があります。

「ホヤデリ！」とは、登録された飲食店のテイクアウト品を、市内のタクシー会社が4㎞まで無料でお客様にデリバリーする
サービスです。電話一本でお店のお料理をご自宅等でお楽しみいただけますので、ぜひお気軽にご利用ください！

ホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデホヤデリリ！！ホヤデリ！ 参加飲食店参加飲食店 メニューメニュー「　　　　　」
令和４年度 気仙沼市タクシーデリバリーサービス補助事業

ご利用期間：令和４年９月30日㈮まで
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各店舗に当日か予約のアイコンが表示されております。

当日…配達当日までのご注文が可能な店舗
予約…配達の前日までの予約が必要な店舗

「前日の◯時まで」のように、店舗により予約時間の制限がある場合もございますの
で各店舗にお問い合わせください。

気仙沼観光タクシー（田中前） 気仙沼ハイタク（四反田） 五十番タクシー（浜町）
ししおり・きはんせんタクシー（赤岩舘下） なすやタクシー（松崎浦田）
ミナトタクシー（新町） 本吉タクシー（本吉町登米沢） ワコータクシー（本吉町津谷新明戸）

ご注文時に配達を依頼したいタクシー会社を下記からお選びください（五十音順）



内湾・駅周辺エリア

たいわ食堂

●日替り幕の内 ……………………1,000円～
●日替り十両 ………………………… 500円～
●丼物（天丼・カツ丼 他）……… 600円～

TEL 080-1833-5685
営業時間（配達可能時間）9：00~18：00  定休日（日曜日）　
※ご注文は3時間前まで。
気仙沼市魚町二丁目1-8 さかな町内湾ビル内1F

当日

内湾・駅周辺エリア

nine one ナインワン

●国産ローストビーフ&ポーク丼… 1,000円
●ロコモコ丼 ………………………… 1,000円
●シーフードミックスピッツァ…… 1,188円
●ピッツァ＆パスタセット…………… 900円
TEL 070-2437-5221
営業時間 月～木・日17：30~21：00/金・土17：30~22：00
定休日（火曜・不定休）
気仙沼市南町海岸1-14 ムカエル2F

当日

内湾・駅周辺エリア

港町レストラン 鮮

TEL 0226-29-6231
営業時間 10：00~20：00　定休日（不定休）
※オードブルのみ前日までに予約が必要。
気仙沼市港町2-13 お魚いちば

●オードブル（3～4名様用）…2,700円～
●気仙沼ホルモン……………………… 486円
●エビフライ（3本）…………………… 432円
●フカカツ（2ヶ）……………………… 238円

当日

魚市場エリア

寿司処 一心

●特上にぎり ………………………… 3,132円
●上にぎり……………………………… 2,592円
●中にぎり……………………………… 1,944円
●並にぎり……………………………… 1,512円
TEL 0226-23-3722
営業時間 11：00~21：30　定休日（不定休）
※御予算に応じます。※ラストオーダー 20：30
気仙沼市南が丘一丁目2-15

当日

内湾・駅周辺エリア

中国料理 福建楼

●どっかん一口焼き餃子（30個）… 1,450円
●名物ホエー豚の一本黒酢豚… 1,590円
●五目あんかけヤキソバ ………… 1,000円
●お1人様用オードブル ………… 2,160円
TEL 0226-22-3636
営業時間 11：00~13：30/17：00~22：00　 定休日（木曜日）
※希望時間の1時間前までに注文。※個室有り（最大20名まで）。
気仙沼市南町二丁目3-14

当日

内湾・駅周辺エリア

なにわのたこよし

●たこ焼き………………………………… 500円
●たこ焼きチーズ ……………………… 650円
●ホタテ丸………………………………… 750円
●お好み焼き ……………… 800～1,100円

当日

TEL 0226-25-7867
営業時間 11：00~ラストオーダー21：00　定休日（月・火曜日）
※現在は不定休
気仙沼市八日町二丁目3-29

内湾・駅周辺エリア

鳴月

●鳴月晩酌の膳……………………… 2,580円
●上海老天重 ………………………… 1,180円
●八幡平ポーク焼肉弁当 ………… 980円
●ポークカレー ………………………… 780円

当日

TEL 0226-25-8166
営業時間 11：00~14：00/17：00~22：00　日曜日11:00~15:00
定休日（木曜日）※晩酌の膳、オードブル、刺身盛合せは前日迄に予約。
気仙沼市魚町二丁目1-16

魚市場エリア

すずしょう米店

●かなえ弁当（要予約）…………… 1,080円
●あけぼの弁当（要予約）………… 840円
●つるかめ弁当（1日10食）……… 540円
●日替り弁当 …………………………… 540円
TEL 0226-22-5826
営業時間 11：00~16：00　定休日（土・日・祝日）
※前日までに要予約の商品あり。
気仙沼市魚市場前1-154-4

予約

魚市場エリア

リアスキッチン

●気仙沼フカカツサンド単品 …… 600円
 セット（ポテト・ドリンク付）…… 850円
●気仙沼チーズフカカツサンド単品… 650円
 セット（ポテト・ドリンク付）… 900円
TEL 0226-24-7020
営業時間 10：00~20：00　定休日（海の市休館日）
※ラストオーダー 19：30
気仙沼市魚市場前7-13 海の市1F

当日魚市場エリア

TEL 0226-25-8816
営業時間 11：00~14：30　定休日（海の市休館日）
気仙沼市魚市場前7-13 海の市1F

北かつまぐろ屋 海の市店

●気仙沼はらこ飯…………………… 1,580円
●まぐろ屋の三色丼 ……………… 1,380円
●ネギトロ丼 …………………………… 900円

当日

内湾・駅周辺エリア

とんかつ・勝子

●単品（エビ、ヒレ、ホタテ等）… 350円～
●ロース&エビ1本弁当 ………… 1,510円
●会議用特注弁当（要予約）……2,380円～
●お任せオードブル ……………3,240円～
TEL 0226-22-2675
営業時間 11：30~13：00/17：30~22：30  定休日（水曜日）
※店内飲食と並行しております。
気仙沼市古町三丁目3-8（気仙沼駅から徒歩１分）

当日

内湾・駅周辺エリア

ボルセッタイシカワ・ライブキッチン

●特製ハンバーグライス…………… 650円
●ソースヒレカツ丼 …………………… 750円
●ナポリタン&ハンバーグ ………… 750円
●日替りランチ ………………………… 750円
TEL 0226-24-4148
営業時間 11：30~14：00  定休日（日曜日）
※お一人様オードブル¥1,000は前日までに予約。
気仙沼市南町二丁目1-30

当日

魚市場エリア

インドネシア料理 WARUNG MAHAL

●アヤムカレー ……………………… 1,000円
●ナシゴレン……………………………… 700円
●アヤムプレート ……………………… 900円
●オードブル（要予約）…………3,000円～

TEL 050-3573-4248
営業時間 11：00~14：00/17：00~21：00　定休日（火曜日）
気仙沼市魚市場前4-5

当日

魚市場エリア

TEL 070-1735-6407
営業時間 11：30~14：00/17：00~　定休日（日曜日夜）
気仙沼市魚市場前4-5 みしおね横丁

CHEERS

●1ポンドステーキライス（ハーフ有）… 3,000円
●ローストビーフ …………………… 1,000円
●メキシカン チキン南蛮………… 1,000円
●タコライス……………………………… 800円

当日

田中エリア

TEL 0226-22-0263
営業時間 11：30~14：00/17：00~22：00　定休日（火曜日）
※夜の営業時間は変更することがあります。
気仙沼市田中前二丁目5-13

味の館 海鮮

●スタミナ海鮮丼……………………… 980円
●スタミナ上海鮮丼 ……………… 1,460円
●天丼 ……………………………………… 860円
●上天丼………………………………… 1,380円

当日

内湾・駅周辺エリア

内湾の麺食堂 いちりん

TEL 0226-48-5581
営業時間 11：30~14：00/17：30~20：00（L.O.19：30） 定休日（火曜日）
※仕入れ価格の変動により販売価格の変更もあります。
気仙沼市南町三丁目1-23 スローストリートユワエル

●　弁当（スブタとエビマヨ）…… 1,000円
●温玉汁なし担々麺 ………………… 900円
●温玉豚バラあんかけご飯 ……… 900円
●中華オードブル………4,500～5,600円

得○

当日

内湾・駅周辺エリア

ミナトノトウヤ

●ファミリーパック（当日可）…… 3,240円
●ロースカツ弁当…………………… 1,400円
●ヒレカツ弁当 ……………………… 1,510円
●エビフライ弁当 …………………… 1,830円
TEL 0226-25-8020
営業時間 11：30~14：00（L.O）/17：30~20：00（L.O） 定休日（月曜日）
※当日予約の場合はお問い合せ下さい。
気仙沼市南町海岸1-14 ムカエル1F

予約

魚市場エリア

TEL 0226-25-7868
営業時間 10：00~20：00（ラストオーダー 19：30）
定休日（海の市休館日）
気仙沼市魚市場前7-13 海の市２F

気仙沼いちば寿司

●十八鳴（くぐなり）１人前……… 2,700円
●龍舞（たつまい）１人前………… 2,160円
●巨釜（おがま）１人前…………… 1,620円
●安波（あんば）１人前…………… 1,080円

当日

魚市場エリア

鶴亀食堂

●メカジキのかま煮弁当…………… 850円
●フカのソースカツ丼弁当………… 800円
●トロカツオの漬丼弁当…………… 850円
●その日の焼魚弁当 ………………… 700円
TEL 0226-25-8834
営業時間 7：00~13：00　定休日（魚市場の休みに準ずる）
※前日13時まで要予約。
気仙沼市魚市場前4-5

予約

田中エリア

お食事の店 あじ蔵（無添加・手作り）

●会議、お食事会用お弁当1人前（ご飯なしもできます）2,160円
●お弁当1人前（焼き物、ミックスフライ、肉料理他）1,080円
●刺身盛り合わせ1人前 ………… 1,620円
●寿司盛り合わせ1人前 ………… 1,620円
TEL 0226-23-3996
営業時間 17：00~23：00　定休日（日曜日）
※テイクアウトはお昼でもできます。
気仙沼市田中前一丁目3-6

予約



田中エリア

割烹 川治

●松花堂プラス（1番人気！）…… 2,160円
●松花堂弁当 ………………………… 1,620円
●各種祝用・仏用折詰弁当……2,700円～
●懐石二段弁当（器入）お吸付… 3,240円
TEL 0226-23-8065
営業時間 予約時間により変動　定休日（不定休）
※予約制、駐車場有り。
気仙沼市田谷1-6

予約

田中エリア

斉吉のついたち弁当

●ついたち弁当…………………………… 800円
　※ご注文は土・日を除き3日前までにお願い
　　します。
　※1日が日曜の場合、販売は休みです。

TEL 0226-22-0669
受付時間 10：30~16：00（火・水除く） 
受取時間 11：00~12：30　※毎月1日のみ営業。
気仙沼市本郷6-11

予約

田中エリア

大松

●鰻重 …………………………………… 3,700円
●かば焼定食 ………………………… 3,900円
●五目釜飯 …………………………… 1,500円
●まぐろ釜飯…………………………… 1,400円

TEL 0226-22-3262
営業時間 11：00~22：00　定休日（木曜日）
気仙沼市田中111-3

当日

田中エリア

ネパール・インド料理 イェティ

●Yetiすぺしゃる弁当 ……………… 900円
●ネパール風焼そば ……………… 1,030円
●ナン ピザ（3種から）…… 870～980円
●カレー単品（5種から）… 920～1,030円
TEL 0226-25-7096
営業時間 11：00~15：00/17：00~20：00　定休日（月曜日）
※月曜が祝日の場合は営業。
気仙沼市田谷20-11

当日

田中エリア

星岡 義山亭

●うな重 ………………………………3,560円～
●天丼 …………………………………… 1,080円
●えびフライ定食…………………… 1,300円
●豚重 …………………………………… 1,080円
TEL 0226-24-8810
営業時間 11：30~14：00/17：00~22：00（L.O.21：30）
定休日（月曜日）　※受付時間 9：30～19：30
気仙沼市田谷16-21

当日

田中エリア

亀山精肉店

●日替り弁当（3～5種）…………… 600円
●八幡平ポークあいソースヒレカツ丼… 780円
●ハンバーグ&エビフライ弁当… 1,000円
●亀山特製オードブル（要予約）…3,240円・5,400円
TEL 0226-22-0355
営業時間 9：00~18：00　定休日（日曜日）
※毎日11時にその日のメニューをSNSでチェック!
気仙沼市田中前一丁目3-7

当日

田中エリア

TEL 0226-22-1877
営業時間 17：00~22：00  定休日（月曜日）
※定休日での予約もOK！です。
気仙沼市田中前三丁目6-14

四季の味処 あおば

●ヒレ串かつ弁当……………………… 580円
●ハンバーグきのこあん …………… 580円
●鮭弁当…………………………………… 580円
●魚フライ弁当 ………………………… 580円

当日

田中エリア

唐や

●特製二段弁当……………………… 2,160円
●特製三段弁当……………………… 3,240円
●特製三段弁当（お刺身付）…… 5,400円
●お刺身盛合せ（夜限定）……5,400円～
TEL 0226-24-1525
受付時間 10：00~17：00　定休日（月曜日）
※当日予約の場合はお問い合せ下さい。
気仙沼市上田中一丁目8-4

予約

田中エリア

パルポー エトワアル

●魚料理&肉料理弁当…………… 2,160円
●国産黒毛和牛ステーキ弁当… 3,780円
●シェフ特製ハンバーグ弁当…… 1,296円
●海の幸たっぷり魚介ピラフ…… 1,620円

TEL 0226-23-7270
営業時間 10：00~20：00　定休日（不定休）
気仙沼市田中前一丁目5-3 パルポー1F

予約

田中エリア

TEL 0226-24-7010　※前日13：30まで要予約。
営業時間 11：00~14：00/17：30~20：30※電話でお問い合わせ下さい。
定休日（月曜日 月曜日が祝日の場合は火曜日）
気仙沼市田中前一丁目3-18

北かつまぐろ屋 田中前店

●まぐろ唐揚弁当……………………… 450円
●まぐろ唐揚弁当 タルタルのせ… 500円
●まぐろ味噌カツ弁当 ……………… 640円
●まぐろカツ煮弁当…………………… 640円

予約

田中エリア

串揚げ 支那そば おおたけ

●串揚げ10本セット（実は…11本）… 1,600円
●特製串揚げオードブル（3～4人前）… 4,500円
●大人気！！自家製だし巻き玉子…… 550円

※オードブルは前日要予約。

TEL 0226-21-2366
営業時間 17：30~22：30（L.O.22：00） 定休日（月曜日）
※希望時間の2時間前位に連絡下さい。
気仙沼市上田中一丁目9-8

当日

田中エリア

TEL 0226-23-1075
営業時間 11：00~14：00/17：00~20：00  定休日（火曜日）
※数が多い場合は事前予約願います。
気仙沼市本郷13-17

新京 本郷店

●エビチリ………… 大2,193円/小1,155円
●スブタ …………… 大1,999円/小1,055円
●トリの唐揚げ …… 大1,805円/小955円
●ギョーザ（6コ入）…………………… 638円

当日

田中エリア

巴鮨

●上寿司（にぎり又はちらし）…… 2,800円
●中寿司（にぎり又はちらし）…… 2,200円
●並寿司（にぎり又はちらし）…… 1,400円
●巻物各種 1本……………………… 300円～
TEL 0226-22-8616
営業時間 11：00~14：00/17：00~21：00　定休日（月曜日）
※受付時間は前日の19：00まで。
気仙沼市田中前2-2-5

予約

田中エリア

TEL 0226-24-0205
営業時間 17：00~23：00（L.O.22：00） 定休日（日曜日）
※ランチのお弁当は前日14時までのご注文。その他は、Telにてお問い合せ下さい。
気仙沼市神山2-2

福幸酒場 おだづまっこ

●ファミリーオードブル ………3,500円～
●おまかせ刺盛2人前～（夜のみ）……3,500円～
●おまかせ弁当（ランチのみ）……1,100円～
●おだづまっこ特製幕の内弁当 ……2,200円～

予約

田中エリア

TEL 0226-24-3526
営業時間 11：30~14：00/17：00~22：00（L.O.各30分前）
定休日（木曜日・水曜ランチ休業）※弁当のご予約は当日16時で終了。
気仙沼市田中前四丁目9-2

マトン牧場

●黒毛和牛サーロインステーキ弁当… 2,000円
●牛ステーキ弁当…………………… 1,500円
●ポークロース弁当 ………………… 800円
●海鮮具沢山釜めし ……………… 1,300円

当日

田中エリア

TEL 0226-22-3144
営業時間 11：30~14：00/17：00~21：30（L.Oは30分前）定休日（水曜日）
※受付時間 11：00~13：30/17：00~18：00　
気仙沼市本郷11-5

気仙沼 ゆう寿司

●特上寿司 …………………………… 3,888円
●上寿司………………………………… 2,808円
●中寿司………………………………… 2,268円
●ちらしパフェ（大・中・小）……… 800円～

当日

田中エリア

セントラルホテル松軒 レストランオーベル

●スマイル弁当 ……………………… 1,000円
●エビフライ弁当 …………………… 1,300円
●ステーキ弁当 ……………………… 1,500円
●オーベル弁当……………………… 1,500円
TEL 0226-24-1455
営業時間 11：30~14：00/17：00～20：30
定休日（火曜日）
気仙沼市神山6-8 セントラルホテル松軒1F

当日

田中エリア

丼の芝楽

●四元豚ソースかつ弁当………… 1,050円
●四元豚ソースかつ丼 …………… 1,640円
●3種のソースかつ丼……………… 1,130円
●四元豚かつカレー丼…………… 1,400円
TEL 0226-23-0488
営業時間 11：30~14：00/17：00～20：00
定休日（木曜日）　※数量によっては要相談。
気仙沼市上田中2-10-4

当日

田中エリア

BRUNCH

●DX洋食屋さんべんとう（要予約）… 2,700円
●BRUNCHオムライスべんとう（要予約）1,620～2,160円
●カツサンド……………………………… 650円
●¥550べんとう ……………………… 550円
TEL 0226-22-4171
営業時間 店内12：00~13：00/¥500お弁当販売11：00頃~  定休日（月曜日）
※お弁当のご予約は2日前までにお願いいたします。
気仙沼市上田中二丁目2-17

予約

田中エリア

TEL 0226-23-2448
営業時間 11：00~15：00/17：00~22：00
定休日（木曜日全休・水曜日ランチのみ）
気仙沼市田中前1-3-6

麺屋 前

●五目あんかけ焼きそば…………… 860円
●ギョーザ 5ヶ ………………………… 550円
●辛々あんかけ焼きそば…………… 860円
●チャーハン……………………………… 750円

当日



田中エリア

焼肉ハウス ジャンジャン

●カルビ丼………………………………… 972円
●ハラミ丼 ………………………………… 972円
●ビビンバ………………………………… 702円
●もち帰りキムチ …………………… 1,296円
TEL 0226-23-3038
営業時間 11：00~14：00/17：00~23：00
定休日（月曜日）
気仙沼市神山1-6

当日

新城エリア

TEL 0226-22-2278
営業時間 11：30~13：30/17：30~19：00
定休日（火曜日）
気仙沼市東新城二丁目5-12

御食事処 やまにし

●大エビ穴子天丼…………………… 2,160円
●うなぎ丼……………………………… 2,160円
●大エビフライ（2本入）…………… 2,160円
●鶏からあげ …………………………… 702円

予約

松岩エリア

宮登

●おかずセット ……………………… 2,160円

TEL 0226-22-0285
営業時間 17：00~22：30　定休日（日曜日）
※受取時間16：00～18：30
気仙沼市赤岩杉ノ沢21-1

予約

本吉エリア

café KADOYA

TEL 0226-42-2837
営業時間 11：00~16：00　定休日（日・月・木曜日）
※ピザは2時間前までの要予約。
気仙沼市本吉町津谷明戸11-4

●タコライス……………………………… 750円
●ガパオライス ………………………… 750円
●キーマカレー ………………………… 750円
●ピザ（3種）………………1,000～1,350円

当日

本吉エリア

TEL 0226-28-9528
営業時間 7：00~19：00（祝日 9：00~15：00営業）
定休日（土・日曜日）
※ご予約は前日の13時までにお願いします。
気仙沼市本吉町津谷松尾81-4

Yショップ仕出し部 みろく

●幸楽弁当……………………………… 1,200円
※他、ご予算に応じて相談承ります。

予約

田中エリア

TEL 0226-24-7455
営業時間 11：30~14：30/17：30~21：30  定休日（第1木曜日）
※オリジナル弁当・オードブルのみ前日まで予約。テイクアウト20：00迄。
気仙沼市田中前三丁目1-12

レストラン クードフー

●クードフーオリジナル弁当（前日要予約）1,100～5,500円
●ミックスピザ ……………………… 1,150円
●肉料理弁当各種 ………………1,000円～
●海の幸トマトパスタ（ペペロンチーノ可）… 1,200円

当日

新城エリア

中華家 かいか

●スブタ弁当………… 1,080円＋パック代50円
●油淋鶏弁当 ……… 1,080円＋パック代50円
●豚肉とニンニクの芽炒め… 760円＋パック代50円
●大人の麻婆豆腐…… 880円＋パック代50円
TEL 0226-24-3751
営業時間 11：00~14：30/17：00~22：00　
定休日（木曜日）
気仙沼市明戸60-1

予約

鹿折エリア

釜揚げうどん 団平

●団平うどん …………………………… 930円
●カレーうどん ………………………… 930円
●天丼 …………………………………… 1,150円
●かき揚丼………………………………… 800円
TEL 0226-25-8817
営業時間 11：00~14：00/17：00~22：00
定休日（火曜日）※火曜が祝日の場合営業。
気仙沼市本浜町一丁目2-16

当日

本吉エリア

かぶとむし surf shop

TEL・FAX 0226-42-2983
営業時間 11：00~19：00（L.O.16：30）定休日（月曜日）
※月曜日が祝日の場合は営業。※5個以上は要予約。
気仙沼市本吉町中島284-1

●ナポリタン（通常100g）………… 720円
●フレッシュトマトのミートソース… 720円
●チーズトマトチキンカレー ……… 780円
●（トッピング）オリジナルハンバーグ… 150円

当日

唐桑エリア

TEL 0226-32-3216
営業時間 12：00~21：30　定休日（不定休）
※配達時間 午前中（要予約）・12：00~18：00
気仙沼市唐桑町中113-4

喫茶 G I G I

●ハンバーグ弁当……………………… 600円
●焼肉弁当 ……………………………… 600円
●ナポリタン……………………………… 520円
●ピザ（5種類）…………… 560円～740円

当日

田中エリア

TEL 0226-25-1870
営業時間 17：30~22：30　定休日（日曜日）
気仙沼市田谷1-3

和醸酒一杯屋 梟

数量・金額については
ご相談ください。

予約

新城エリア

TEL 0226-22-0055
営業時間 11：15~14：00/17：00~20：00　定休日（不定休）
※テイクアウト最終時間15：00まで。
気仙沼市四反田46-1

天婦羅 丸子

●お弁当（梅）1000 ……………… 1,080円
●お弁当（竹）1500 ……………… 1,620円
●お弁当（松）2000 ……………… 2,160円

予約

鹿折エリア

寿司処 大政

●握り寿司 折詰 …………………1,350円～
●ちらし寿司 折詰 ………………1,890円～
●寿司弁当 …………………………1,620円～
※寿司弁当のご注文は5人前から（要予約）。
TEL 0226-23-1331
営業時間 11：30~14：00/17：00~21：00
定休日（不定休）
気仙沼市東八幡前142-3

当日

本吉エリア

TEL 0226-42-3351
営業時間 11：00~14：00/16：30~21：00　定休日（火曜日）
※火曜が祝日の場合営業。　
気仙沼市本吉町津谷新明戸200

鮨処 えんどう

●おまかせ弁当　●寿司
●オードブル　●各種パック膳 など

※ご予算に応じて、お作りいたします。ご相談下さい。

当日

唐桑エリア

TEL 0226-32-4285
営業時間 11：00~14：00　定休日（水曜日）
※夜は当日午前中までの予約で対応。
気仙沼市唐桑町馬場184

キッチン ひがしやま

●オードブル…………………………… 4,000円
●お弁当（日替り）……………………… 500円
　※オードブル・お弁当の予約は2・3日前まで。

予約 唐桑エリア

茶処 プランタン

●むかし風ナポリタン ……………… 700円
●タコライス……………………………… 700円
●ぼたもち………………………………… 220円
●フレンチトースト …………………… 700円
TEL 0226-25-8077
営業時間 11：00~17：00　定休日（水・木曜日）
※定休日を変更する場合があります。
気仙沼市唐桑町宿浦409-2

当日

新城エリア

アンカーコーヒー マザーポート店

●週替わりカフェランチ ………… 1,100円
●デミハンバーグプレート………… 980円
●スパイシーメカカレー ………… 1,100円
●デミチーズハンバーグドリア… 1,210円
TEL 0226-23-5939
営業時間 9：00~16：00　定休日（年末年始のみ）
※配達可能時間11：00~14：00
気仙沼市舘山一丁目6-31

当日

松岩エリア

●おまかせ弁当 …………… 540～1,080円

TEL 0226-23-0325
営業時間 11：00~14：00　定休日（水曜日）
気仙沼市松崎前浜71

番屋 みんこま
予約

階上エリア

TEL 0226-27-3550
営業時間 11：00~14：00　定休日（火曜日）
※他、ご予算に応じて作ります。
気仙沼市波路上牧19-3

海鮮屋 はじかみ

●海鮮丼………………………………… 2,000円
●三色丼………………………………… 1,200円
●エビフライ弁当 …………………… 1,200円
●ミックスフライ弁当……………… 1,000円

予約

本吉エリア

道の駅大谷海岸 umicoco（うみここ）

●ミックスフライ弁当……………… 1,300円
●気仙沼カレー……………………… 1,000円
●カツカレー…………………………… 1,000円

TEL 0226-44-3180
営業時間 10：00~17：00（L.O.16：30）
※年末年始12/31~1/2が休みとなります。
気仙沼市本吉町三島9

当日


