
　テイクアウト・宅配可能店舗一覧（メニューはテイクアウト・宅配用の税込み価格です）
　※お店の都合によりお受けできないこともあります。　　　　　　　お店は受付順に掲載しております。

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

新型コロナウイルスの感染拡大による外食自粛の中、森町内の飲食店を応援しよう！

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、外出自粛や会食の機会が減少しています。

森町商工会では会員の飲食店を応援すべく、テイクアウトや宅配のできる店舗の紹介をして皆様に利用していただくよう企画いたしました。

MENU

古澤屋 ご注文・お問合せ ☎８５－４３３６
【住所】森町森４０１

メニュー① 天丼、かつ丼 ７００円

メニュー② 定食 ７００円

メニュー③ お弁当 ８００円、１，０００円

◎注文を受けてお作りしますので曜日・時間はご相談ください。

◎宅配はご相談ください。

MENU

海鮮亭いっき ご注文・お問合せ ☎８５－３６９８

メニュー① 寿司（４人前） ３，７８０円

メニュー② 海鮮丼 １，０００円

メニュー③ お弁当 １，０８０円

◎月曜定休。第三火曜のみ休み。

◎問い合わせ時間（9：00～21：00）

◎4/27（月）～5/11（月）は休業します。

◎お弁当は前日までにご注文ください。

MENU

久松 ご注文・お問合せ ☎８５－５２７１
【住所】森町草ケ谷１１３－６

メニュー① おまかせ幕の内 ８００円

メニュー② 唐揚げ（単品） ５００円

メニュー③ 鹿肉フランク（３本入り）１，２００円

◎注文を受けてお作りしますので曜日・時間はご相談ください。

◎宅配は町内のみとなっております。

◎鹿肉フランクは冷凍ですが、調理済でのお渡しも可能です。

MENU

やさい畑 ご注文・お問合せ ☎090-5622-6015
【住所】森町森１４８５（文化会館内）

メニュー① ビーフカレー ７７０円

メニュー② 小海老カレー ７２０円

メニュー③ バターチキンカレー ７２０円

◎月曜定休

◎営業時間（11：30～14：00）

上記の時間帯にお願いいたします。

◎５/３（日）～５/６（水）は休業します。

MENU

金與食堂 ご注文・お問合せ ☎８５－２３２５
【住所】森町森１７０５－４

メニュー① お弁当（ご飯） ８６０円

メニュー② お弁当（チャーハン） １，０８０円

※メイン（エビチリ・酢豚・麻婆豆腐・唐揚げ・油淋鶏）いずれか１つ

◎月曜定休

◎営業時間（11：30～13：30、17：30～20：00）

◎５食以上で宅配可

【住所】森町飯田３１８５－８

MENU

柏屋 ご注文・お問合せ ☎８５－５４１８
【住所】森町森１３５

メニュー① お弁当（お子様） ５００円、７００円

メニュー② 仕出し弁当 １，０００円

メニュー③ 寿司 （並）８４０円（上）１，4００円

◎水曜定休

◎注文を受けてお作りしますので時間はご相談ください。

◎宅配はご相談ください。

MENU

美濃口園 ご注文・お問合せ ☎８５－４７０４
【住所】森町森1００３－５

メニュー① スタミナ丼 ７６０円

メニュー② ぎょうざ（単品） ３１０円

メニュー③ 唐揚げ（単品） ７５０円

◎月曜定休

◎営業時間（11：00～14：00、17：00～20：00）

◎宅配はご相談ください。

MENU

酒菜まつ緒 ご注文・お問合せ ☎８5－２０６７
【住所】森町森２８２－１

メニュー① 日南鶏唐揚げ（単品） ７００円

メニュー② 油淋鶏 （単品） ７５０円

メニュー③ 豚キムチ （単品） ６３０円

◎火曜定休

◎営業時間（17：00～）

森 町 の み な さ ま へ
～森町アットホームプロジェクト～

令和２年４月２５日



　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

MENU

いちりきのコロッケ ご注文・お問合せ ☎８5－０３１１
【住所】森町森１３３５－６

メニュー① コロッケ弁当 ４３０円

メニュー② 手羽先（単品） ５００円

メニュー③ カツカレー ５００円

◎水・木曜定休

◎営業時間（12：00～18：30）

◎宅配はご相談ください。

MENU

魚伊 ご注文・お問合せ ☎８5－２０１２
【住所】森町睦実１６７０－１－１－１

メニュー① 黒毛和牛ハンバーグ（単品） １，０００円

メニュー② 若鶏唐揚げ（単品） ７００円

メニュー③ カニクリームコロッケ（単品） ７００円

◎火曜定休

◎営業時間（16：00～18：00）

自家焙煎珈琲屋 百珈
【住所】森町問詰610-1

（豆の量り売り）

◎金曜定休 ◎営業時間（10：00～19：00）

MENU

ふじ寿し ご注文・お問合せ ☎８5－４３７６
【住所】森町森７０５

メニュー① 助六寿し ５４０円

メニュー② にぎり寿し １，０８０円

メニュー③ 鉄火丼 １，２９６円

◎火水曜定休

◎営業時間（11：00～13：00、16：30～19：00）

発行：森町商工会

【住所】静岡県周智郡森町森２０－９

☎

FAX

HP   

森町アットホームプロジェクトはしばらくの間続けさせていただきます。

よろしくお願いいたします。詳しい内容はHPをご覧ください。

HP掲載希望の会員飲食店は森町商工会へご連絡ください。

森町商工会HPにて「新型コロナウイルス感染症」

「雇用調整助成金」と「経済変動対策貸付」の

最新情報をアップ中です。

MENU

旬彩 泰平 ご注文・お問合せ ☎090-7695-8700
【住所】森町森１２０４－２

メニュー① 焼そば ５００円

メニュー② チャーハン ５００円

メニュー③ 明太子パスタ ６００円

◎月・火・水曜定休

◎営業時間（17：00～20：00）

MENU

四季彩食 榊ばら ご注文・お問合せ ☎７４－５１９８
【住所】森町森１６７１－１

メニュー① 海鮮丼 １，０８０円

メニュー② ネギトロ丼 １，０８０円

メニュー③ うなぎ丼 １，９４４円

◎水曜定休

◎営業時間（11：30～14：00、17：30～20：00）

MENU

ザ・フォレストカントリークラブ ご注文・お問合せ ☎８５－４１４１
【住所】森町橘５７６－３

メニュー① 牛ロース重 １，４００円

メニュー② 上カツ重 １，２００円

メニュー③ タルタルチキンバーガーセット ９００円

◎毎日営業しております。

◎営業時間（11：00～14：00）

①ハイチ コープカブ
②イエメン モカ マタリ №9
③コスタリカ イエローハニー 各４５０円

お食事以外

では・・・

ご注文・お問合せ ☎８５－０８６６
MENU

森町産業課も応援しています！

MENU

惣菜のかづさや ご注文・お問合せ ☎８７－０１４０
【住所】森町鍛冶島５４４

メニュー① 煮豆（中）（単品） ３００円

メニュー② 煮物各種（中）（単品） ３００円

メニュー③ 天ぷらセット４種（単品） ４００円

◎火・日曜・祝日定休

◎営業時間（10：00～14：00）

◎宅配はご相談ください。

MENU

農事組合法人あじさいグループ ご注文・お問合せ ☎８５－４２７１

メニュー① お弁当 ５００円

メニュー② ちらし寿司 ２９０円

メニュー③ 助六 ２９０円

◎水曜定休

◎お弁当のみ水・土・日曜定休

◎営業時間（10：00～14：00）

【住所】森町問詰１１１５－１

: 0538-85-3126

: 0538-85-5615

: http://www.mori-shokokai.jp/


