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多古町商工会 

 

   （順不同）  

店 名 
住 所 

（多古町） 
TEL 

営業時間 

（緊急事態の間） 
定休日 

出前 

宅配 

持ち 

帰り 

主なメニュー・商品 

（価格は税込み） 

お店からの 

メッセージ 

《 飲食店 ・ 居酒屋 ・ カフェ 》 

焼肉 笑蔵 多古 269-2 74-7667 
11：30～13：30 

17：00～20：00 
火 相談 〇 

おまかせ上焼肉弁当 1,598円 
おまかせ焼肉弁当  1,339円 
和牛ハンバーグ弁当 1,069円 
おうち DE焼肉セット 
笑蔵上盛 450ｇ 5,292円 
（上タン塩・上ロース・上カルビ・ハラミ・ロース） 
笑蔵盛400ｇ 3,672円（カルビ・ロース） 
ファミリー盛 450ｇ 3,909円 
（カルビ・ロース・P トロ・ウインナー） 

お持ち帰りの方は電話注文が便利です。 

お肉のお持ち帰りもございます。 

お持ち帰りの笑蔵上盛は、仕入れ状況で

変更する場合が御座います。 

今出屋 多古５６８ 76-2036 
11：30～14：00 

17：30～20：00 
月 - 〇 各種お弁当 800円～1,300円 

事前にご連絡いただければ、お作りして 

お待ちします。 

釜屋食堂 支店 多古 1043-1 76-5057 11：00～20：00 日 〇 〇 

カツ丼・天丼 950円（ミニ 650円） 

からあげ単品 800円  

冷やしそば・うどん 600円～ 

あと 1品が何も思い浮かばない時や、 

もう今日は何も作りたくない時。留守番 

等で外に出られない時にご利用下さい。 

店内でのお食事が不安な方は、駐車場に

停めていただき、お車で召し上がれます。

（お車までお届けいたします。） 

お食事処 かとう 南玉造 597-1 76-9710 
11：00～13：30 

17：00～20：00 
水 相談 〇 

カツ丼・しょうが焼き 等 

800～1,000円 

お持ち帰りの方は事前にお電話で注文 

して下さい。 

みんなのらぁめん 

バンブー 
多古 3893-1 85-6138 

11：30～13：30 

18：00～19：30 
日・月 - 〇 

餃子 450円 ねぎ餃子 570円 

ちゃーしゅー丼 390円  

数量限定お土産ちゃーしゅー2,000円～ 

麺類は、お家で調理していただく「冷凍ス

ープ＆麺」を受注販売します。混雑時には

対応できない場合もあるので、その他ご

注文など、開店前にLINEにてお問い合わ

せください。 

萬勢庵 多古 216 76-2854 
11：30～13：30 

17：00～19：00 
月 〇 〇 

カツ丼 800円天重 900円 

特製弁当 1,000円～（要予約） 

出前は通常通り行います。持ち帰りの方 

には次回ご利用時に使えるサービス券を 

お渡しします。 

宅配・出前 
お持ち帰り 

https://goo.gl/maps/QnmdTFQKX2stsMky9
https://goo.gl/maps/QpF4YYDRarExiHsq5
https://goo.gl/maps/XAhHQvBnJtUrx2gr5
https://goo.gl/maps/tcwFDi627Y2YesdGA
https://www.facebook.com/ramenbambu/
https://www.facebook.com/ramenbambu/
https://goo.gl/maps/4UfqMDmSt2GPs68p7
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お好み鉄板焼き 栃の実 染井 165-1 76-7577 17：30～20：00 水 - 〇 

お好み焼き 756円～ 

鉄板焼ビビンバ・キムチそば飯 他 

手作りプリンもお持ち帰り頂けます。 

お持ち帰りのご注文は、お電話にて承り 

ます。お気軽にご注文下さい。 

（時間外のご注文の際もご相談ください） 

ラストオーダーは店内 19：15テイクアウト20：00となります。  

みなとや 多古 2724 76-2352 11：00～19：00 水 〇 〇 

生姜焼きライス・エビフライライス・

カツカレー 各 1,000円 

親子丼 650円 他 

お持ち帰りの方は、事前にお電話にて 

ご注文下さい。 

出前は近隣のみとさせていただきます。 

まずはお電話でご確認ください。 

旬彩酒場 縁 多古 358-5 74-7777 
17：00～20：00 

テイクアウトは現在休止中 
火 - - 

オードブル   ４,５００円  

甘辛パリパリ鶏唐 ７００円 

焼うどん     ６００円 

グリーンカレー  1,000円  他 

テイクアウトにつきましては、ご相談ください。 

小島寿し 多古 482-1 76-5890 11：30～20：00 木 〇 〇 
上寿司 1,650円 玉子太巻 886円 

天ぷら定食・とんかつ定食 各 1,100円 
予約制でお願いします。 

道の駅多古あじさい館 

キッチン TAKO 
多古 1069-1 79-3456 

お弁当 

10：00～14：30 

カフェメニュー 

10：00～16：00 

なし 〇 〇 

元気豚生姜焼き弁当 880円 

おにぎり弁当 550円 

元気豚丼・とろろ丼 各 550円  

天丼 600円 他にも色々御座います。 

宅配については、弁当のみ 10個以上の 

ご注文で多古町内に配達致します。 

居酒屋 和や 多古 1516 76-2422 17：00～20：00 木 - 〇 
フライドポテト・もつ煮 各 600 円

ピザ 980円 玉子焼 480円  etc 

既存メニューのお料理お持ち帰り可能です。 

お電話にてご相談ください。 

チャイナハウス 

そんごくう 
南中 952-1 76-5851 11：00～17：00 水 相談 〇 

中華弁当 750円DX弁当 1,080円 

2種弁当 630円 ピザ 680円 

ワンコインメニュー12品 540円 

お電話 1本で本格中華の味をご自宅で。 

田園 多古 677-6 76-5565 18：00～20：00 日・祝 - 〇 
パスタ各種 800円～1,000円 

ピザ 各種 800円 
お持ち帰りの方は、事前に予約お願いします。 

あきもと食堂 十余三 294 75-1454 
11：30～13：30 

15：30～19：30 
火・水 - 〇 

単品 

焼肉 700円 からあげ 750円 

カツ丼 750円 等 

お持ち帰りの方は事前にお電話でご注文下さ

い。18：30迄にお願い致します。 

※火曜日の午前中は営業しております。 

https://goo.gl/maps/Tz8gQUiWd1SD56uU6
https://goo.gl/maps/JVcdqFbrbKqYqsig8
https://www.facebook.com/旬彩酒場-縁-342013486394116/
https://goo.gl/maps/A8xqmekcTKd4ANmr9
http://www.michinoeki-tako.com/
http://www.michinoeki-tako.com/
https://goo.gl/maps/447RiSz7zmXQJTkP8
https://goo.gl/maps/QoKGkLtXZMm4RsJE7
https://goo.gl/maps/QoKGkLtXZMm4RsJE7
https://goo.gl/maps/VxknSZ7n36SPVzL59
https://goo.gl/maps/Z5uzAREq2mGkgzja7
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かぼちゃハウス 

（ダイナミックゴルフ成田内） 
飯笹 1040 75-1984 

平日 

11：00～17：00 

土日祝日 

10：00～17：00 

無 - 〇 

和風ハンバーグ弁当 

若鳥のグリル弁当 

（ガーリックソース・小悪魔焼き） 

各 1,100円 

前日注文は 17：00 まで、当日注文は 16：00 までに

お電話で注文お願い致します。 

定休日は元旦のみです。 

案山子 北中 2070-2 85-8689 11：30～16：00 月 - 〇 

オーダーホールケーキ（予約） 

カットケーキ 450円～ 

フレンチトースト 530円 

食パン 500円（土曜日のみ販売） 

電話注文は 10時から受付けております。  

和洋食・酒 うららぎ 大門 200-14 85-7722 
11：30～14：00 

17：00～20：00 
月 - 〇 

パスタ各種・ご飯物各種 842円～ 

本日のケーキ  378円 

その他メニュー  518円～ 

お持ち帰りの方は事前にお電話でご注文

頂くと待ち時間なくお渡しできます。 

Facebook・Instagramにも、 

その他メニューを UP しております。 

タコ庵 高津原 304 75-0166 
11：00～19：30 

緊急事態宣言中は土日のみ営業 
水・木 - 相談 

アジフライ定食   1,200円 

ネギトロ丼定食   1,400円 

鶏の唐揚げ定食   1,100円 

ポークジンジャー定食 1,300円 

ご予算に合わせてお作り致しますので、お

気軽にご連絡ください。 

《 弁当 ・ パン ・ 菓子 ・ 食料品 （小売） 》 

㈲まごころ 多古２７４８ 76-3607 08：00～14：00 なし 〇 〇 

特製幕の内弁当   700円 

スタミナ焼肉弁当    650円 

ビビンバ弁当・ハムエッグ弁当・ 

のりからクリーミィ弁当 各 550円 

事前にお電話でご注文頂ければ、お渡し

までスムーズです。 

泉ベーカリ― 多古 2658 76-7222 06：00～18：00 なし - 〇 
サンドイッチ・調理パン・菓子パン類 

レーズン食パン      他 

ご希望の商品がある方は事前にお電話 

でご注文して下さい。 

白石本店 多古 547 76-2129 8：30～18：30 日 〇 〇 
だんご（みたらし 97円・あん 108円） 

各種和菓子 等 

だんご等ご予約して頂くと安心です。 

配達は 20 本から。第 2・4 日曜は開店していま

す。 

白石菓子舗 多古 219 76-2954 9：00～18：00 火 - 〇 

多古米だんご（みたらし・あん）70円 

玄米だんご（しょうゆ・のり・あん）100円 

手作り和菓子 120円～ 

日持ちのする焼き菓子 120円～ 

おうち時間を美味しい和菓子で楽しく過ごそ

う。 

平山精肉店 多古 2784 76-5084 7：00～19：00 日 - 〇 

ひと口唐揚げ 100ｇ205円 

ロースカツ 1枚 324円～ 

揚げカレーパン 162円  

コロッケ他いろいろ御座います。 

お客様の必要な時間に揚げております。 

お電話お待ちしております。 

（当店は純水ラードを使用しております） 

http://www.mars.dti.ne.jp/~rasta/narita/resutoran.htm
http://www.mars.dti.ne.jp/~rasta/narita/resutoran.htm
https://kakashicoffee.localinfo.jp/
https://wayoushokushu-uraragi.gorp.jp/
https://www.instagram.com/takoan2020/
https://goo.gl/maps/rDRaTLS6TBbEoJEJ6
https://goo.gl/maps/7DmVwGrV3F3Zsgrg8
https://goo.gl/maps/v6NgyZJbchBJmuNZ6
https://goo.gl/maps/crFtCAxz8Z94aUcz8
https://goo.gl/maps/K4yNYA3NujrhryYK8
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高山商店 多古 1583-1 080-8030-1131 9：00～16：00 不定 - 〇 
大判焼 白あん 黒あん 各70円 

たこ焼き 300円 

開店当時の価格でやっております。 

皆様のご来店お待ちしております。 

Peace 多古 1584 080-7564-5511 10：00～19：00 不定 - 〇 

ピタパン 450円～ 

タピオカ 肉巻きドッグ 各400円 

もつ煮込み 500円 

日替わりメニューもございます。 

事前にご連絡いただければスムーズにお渡しで

きます。公式ラインのお友達登録もよろしくお願

い致します。 

リストの追加がある場合は原則として平日の 13時に更新します。（※このリストは 1/29現在のものです）店名をクリックするとお店の位置情報・店舗情報等にリンクします。 

現在、本県に緊急事態宣言が発令されている状況等を考慮し、商工会員に限らず町内の事業者からの掲載依頼を受付けておりますので、掲載を希望されるお店は事務局へご連絡ください。 


