
店舗名 店舗電話番号 店舗所在地 営業時間 テイクアウト受付時間 定休日 テイクアウトメニュー（例）

レストランかなや 866-1106 大町一丁目2-33 17:00～23:00 16:00～
（前日注文で時間外も可）

月曜 オムライス　￥900
ハンバーグステーキ　￥1,050　など

レストランプラッツ 883-4366 大町一丁目2-40 17:00～23:00 14:00～20:00 日・月曜 全12種類から選べる「4種類おつまみセット」　￥1,300
全12種類から選べる「6種類おつまみセット」　￥1,300　など

Ｄining想 866-1237 大町一丁目3-22 11:30～14:30　17:30～22:00
（金土祝前日23:00)

11:30～20:00
（前日まで）

水曜 オードブル　￥3,000～

イタリア厨房　ナガア 863-7557 大町一丁目3-27 9:30～18:30 9:30～10:30
14:30～16:30

火曜 洋食お弁当　￥1,000
ハンバーグデミグラス丼弁当　￥800　など

大漁丸
ダイワロイネットホテル秋田店

896-5554 大町二丁目2-41　 17:00～24:00 17:00～21:00 第２・４日曜 鶏唐揚げ弁当　￥853
比内地鶏の親子丼　￥1,069　など

銀河館 824-1788 大町二丁目4-31 17:00～24:00 10:00～17:00 不定休 秋田産豚スペアリブ　￥1,830
シーフードパエリア(2～3人前)　￥1,830　など

串揚げＵＯ-ＺＡ 867-8739 大町四丁目1-8　 17:00～24:00 14:00～24:00 なし 串揚げ5本盛り　￥702
ネギ塩唐揚げ丼　￥756　など

割烹かめ清・遊食さい賀 862-2729 大町四丁目1-16 11:30～14:00　17:00～22:00 前日まで 日曜
秋田味噌漬おつまみセット　￥1,620
季節の色どり弁当　￥2,160　など

比内や 823-1718 大町四丁目2-2 17:00～24:00 14:00～24:00 なし 比内地鶏つくね　照り焼きハンバーグ丼　￥600
比内や特製豚丼　￥550　など

かまくら家 862-9055 大町四丁目2-19 17:00～24:00 11:00～19:00 なし チキン南蛮弁当　￥800
いなにわオードブル　￥2,980　など

紅がら屋 867-0399 大町四丁目2-34 17:30～ 15:00～ 不定休 Aセット・焼鳥＋お料理6種盛り　￥2,500
Bセット・焼鳥2本セット　￥1,500　など

Nice Time Coffee 827-7870 大町四丁目4-45　 11:30～19:00 11:30～18:00 火曜
チキンオーバーライス　￥990
エスビスサンド　￥790　など

鮨bar金亀 823-6030 大町五丁目1-6　 16:00～24:00 14:00～24:00
（LINE24h）

なし ばらちらし　￥1,700
鮨盛り合わせ　￥1,500～　など

川反軒 893-5070 大町五丁目2-42 17:30～24:00 　～22:00 なし 鶏ぼーん　￥918
おばんざい盛り　￥1,296　など

くしやもつや 896-6612 大町六丁目2-13　 17:00～24:00 14:00～24:00 なし 焼き鳥10本盛り　￥1,188
焼き鳥丼　￥702　など

寿し大和 835-8981 千秋矢留町1-14 17:30～21:30 17:00～20:00 日曜・祝日 特上寿し　￥3,300
上寿し　￥2,300　など

ガド・ガド 853-5650 千秋矢留町5-1 11:00～19:00 11:00～19:00 日曜・祝日 ランチボックスorディナーボックス　￥800～1,500
オードブル　￥3,000～

大町地区　配達地域（泉※、牛島※、大町、川尻※、川元、旭南、旭北、高陽、山王、千秋、手形※、中通、楢山※、東通※、広面※、保戸野、南通、八橋※）

「おうちでタクメシ！」対応店舗一覧（令和２年11月24日現在）

【注意点】
　●掲載情報は店舗の都合により変更になる場合があります。
　●一覧表に掲載を希望する店舗は、「農家のパーティ」ネットワーク事務局（秋田市産業企画課内、電話：018-888-5724、E-mail：ro-agmn@city.akita.lg.jp）までご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   　※は一部に対象外のエリアが含まれる地域
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御厨光琳 832-2002 中通一丁目4-3　 11:00～15:00　17:00～21:00 9:30～20:00 不定休
おしゃべりパレット弁当　￥1,620
光琳幕の内弁当　￥1,620　など

Bistro 88バル 838-7588 中通一丁目4-3　 10:00～18:00 10:00～17:00 なし
スパイシーチキンのYA-YA風ジャンバラヤ　￥750
薄巻きオムライスのデミグラスソース　￥750　など

札幌かに本家　秋田店 836-7888 中通二丁目3-8
[平日]11:00～15:00　17:00～21:00
[土日祝]11:00～21:00

11:00～20:00 なし
かに寿司他セット　￥6,000
かに料理セット　￥12,000　など

ＺＥＣＣＨＩＮＩ　ＰＩＺＺＡ　bancarella
(ゼッキーニピッツァバンカレッラ)

838-5022 中通四丁目7-35 11:00～19:00 10:00～18:30 水曜 マルゲリータ　￥1,480
ゼッキーニ　￥1,920　など

金華園 833-6075 中通四丁目15-10 11:30～13:30　18:00～22:30 営業時間内 日曜 チャーハン　￥770
きくらげ肉炒め　￥930　など

町家 834-0504 中通四丁目16-11 12:00～14:00　17:30～21:00 随時 日曜(予約可) 照ちゃんお任せ無添加弁当　￥2,500
照ちゃんお任せおつまみセット　￥1,500　など

中華ダイニング　金龍酒家 838-4456 中通四丁目17-30　 11:30～14:00　17:30～19:00 11:00～17:30 日曜 陳麻婆豆腐　￥900
レバーと野菜炒め　￥1,000　など

小料理すず乃 811-1105 中通四丁目17-30 17:00～20:00 オンライン24h
（昼注文は前日まで）

日・月曜 やきさばいなり弁当　￥1,000
おつまみもりあわせ　￥2,000　など

キリン食堂 893-4943 中通五丁目5-31 18:00～23:00 ～21:30 日曜 トマトソースパスタ（M）　￥700
トマトソースパスタ（L）　￥1,300　など

中通chillout 887-5881 中通五丁目8-12 11:30～15:00　17:00～22:00 10:00～17:00 不定休 本日の特製和牛ステーキ（200g）　￥2,500
ラムチョップのじっくりロースト　￥2,200　など

ＳＯＵＰＨＯＬＩＣ 834-7700 中通六丁目9-10-Ｃ
7:30～19:30
(日曜9:00～18:00)

営業時間内 水曜
今月の月替わりスープ　￥594
ツナとアボカドのベーグルサンドイッチ　￥529　など

Ｇreen Enough 811-3303 中通六丁目9-10-Ｄ 7:30～19:00
（日曜9:00～17:30）

営業時間内 水曜 タピオカミルクティ　￥497
チキンラップサンド　￥713　など

とっくりの木 893-6276 南通亀の町1-8 17:00～20:00 16:00～19:00 日曜 牛タンの塩麹漬け焼き　￥1,030
じゃがいもアンチョビソテー　￥840～　など

バール＆ビストロ　ポンレヴェック 800-6982 南通亀の町4-7 11:00～19:00 11:00～19:00 日曜 特製エビカレー弁当　￥1,000
各種オードブル　￥1,780～  など

道化の館 832-8321 南通亀の町4-11 17:00～20:00 17:00～20:00 日・水・土曜 道化のお弁当　￥1,700
おまかせピザ　￥1,500　など

ビアフライト 838-4773 南通亀の町4-15 17:00～20:00 16:30～19:30 月曜 樽生クラフトビール各種　量り売り　￥1,000～
ボトルや缶のクラフトビール　￥600～　など

亀の町ストア 893-6783 南通亀の町4-15　 10:00～16:00 8:30～15:30 火曜 日替わりデリのランチボックス　￥830
キーマカレー　￥770　など

飄楽（ひょうらく） 832-7383 南通亀の町5-11 17:00～20:00 17:00～20:00 日曜 中寿司　￥1,700
おまかせにぎり寿司　￥3,500　など

酒場カメバル 874-8655 南通亀の町5-15 16:00～20:00 13:00～18:00 火曜 海鮮パエリア弁当　￥1,100
イベリコ豚の生ハム入り前菜盛り　￥1,210　など

復興支援酒場 801-1212 千秋久保田町4-4 17:00～23:00 完全予約制 日曜・祝日 コロナ募金500円弁当「唐揚げ弁当」　￥500
コロナ募金500円弁当「白身魚フライ弁当」　￥500　など

中通・南通地区　配達地域（泉※、牛島※、大町、川元、旭南、旭北、高陽、山王※、千秋、手形※、中通、楢山※、東通、広面※、保戸野※、南通、八橋※）
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とんかつ　かつ吉
山王店

866-6544 山王一丁目3-16 11:00～21:00 営業時間内 不定休
とんかつ弁当　￥1,080
米の娘ぶたロースかつ弁当　￥1,944　など

中華和膳　毘膳 893-5116 山王一丁目3-18　 11:00～14:00　17:00～20:00 前日14:00まで 日曜・祝日
餃子10個　￥1,080
エビチリ　￥874　など

Enoteca　Olmodel　Caucaso 863-3183 山王一丁目6-20 11:30～20:00 11:30～20:00 日曜
カタラーナ　￥400
自家製無添加生ソーセージ　￥1,200　など

ラムだっちゃ 811-3887 山王一丁目10-20　 11:00～22:00 10:00～20:00 不定休 ラムロースト丼　￥500
ラムサンド　￥500　など

焼きとん大国 864-1178 山王一丁目11-19 17:00～24:00 17:00～23:00 日曜 串焼きおまかせ5本　￥759
ゆでたん　￥649　など

酒場戸隠 863-8699 山王二丁目7-29　 11:30～14:00　17:00～23:00 10:00～19:30 日曜 ヤバ旨↑チキン　￥900
季節の天ぷら盛り合わせ　￥1,300　など

旬季　ぷくぷく 866-5222 山王二丁目11-40-2 18:00～23:00 12:00～20:00 不定休 松花堂弁当　￥2,160
三種の特選牛肉重弁当　￥2,160　など

旨いもんや　清野太郎 874-9623 山王四丁目6-20　 11:30～14:00　17:30～22:00 10:00～22:00
(当日15:00まで)

日曜・祝日 おまかせ夜弁当　￥850
夜のおつまみセット　￥1,280　など

ｎｉｃｏ 863-3352 山王四丁目6-26　 8:30～17:00 8:30～16:30 日曜 ピザ　￥980～
パンケーキ・ケーキ　￥460～　など

純生食パン工房　HARE/PAN
山王店

0570-008-029 山王五丁目14-5 11:00～売り切れ次第終了 11:00～20:00 なし 純生食パン　￥864

からあげ専門　まつむら商店
山王店

862-0054 山王五丁目14-5 11:00～20:00 11:00～19:30 なし
名物醤油からあげ250g　約4貫　￥561
旨塩からあげ250g　約4貫　￥561　など

中華　ドラゴン食堂 827-3293 山王中園町11-25 11:30～20:00 11:30～19:45 なし 麻婆弁当　￥706
油淋鶏弁当　￥706　など

焼鳥dining　とりたか 864-5737 高陽青柳町1-50　 17:30～4:00 17:00～ 不定休（日） やきとり弁当　￥660
から揚げ弁当　￥550　など

ＢＯＯ★（ぶーすたー） 853-5725 八橋本町三丁目1-45　 11:00～15:00 LINE24h
(当日9:00以降は電話)

不定休 炭火焼豚丼 竹(お肉150g)　￥1,080
生姜焼き弁当　￥1,080　など

インド料理　ラクスミ 868-1777 外旭川八幡田121-1 11:00～15:00　17:00～22:00 11:00～14:30
17:00～21:30

なし 日替ランチ　￥900
タンドリーキーマセット　￥1,030　など

とんかつ　かつ吉
外旭川店

868-6565 外旭川八幡田一丁目1-36 11:00～21:00 営業時間内 不定休 とんかつ弁当　￥1,080
米の娘ぶたロースかつ弁当　￥1,944　など

炭火でいろいろ焼いてくれや 868-4129 外旭川八柳三丁目11-5 17:00～24:00 11:00～ なし 国産牛カルビ弁当　￥1,620
国産牛上カルビ弁当　￥1,944　など

山王地区　配達地域（泉※、大町、川尻、川元、旭南、旭北、高陽、山王、千秋、中通、楢山※、保戸野、南通、八橋※）

外旭川地区　配達地域（泉※、将軍野、外旭川※、土崎※、寺内※、保戸野※、八橋※）
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伊酒屋　BayShot 845-0536 土崎港中央三丁目4-9 17:30～23:00 15:00～20:00 日曜
Pizza　マルゲリータ　￥1,100
スパゲッティ　カルボナーラ　￥900　など

武蔵 829-0402 仁井田新田二丁目6-19 11:00～20:30 11:00～20:00 なし
から揚げ弁当　￥594
ホルモン煮込み弁当　￥648　など

十六房 839-1661 仁井田本町一丁目2-40 18:00～22:00 前日18:00 月・火曜 四川麻婆豆腐丼　￥700
牛キーマ黒カレー飯　￥700など

つけめんSHE-HAR 080-7535-4558 東通五丁目1-5 11:00～14:00　18:00～20:30 営業時間内 月曜・不定休 まぜそば　￥800
ぶっかけつけ　￥800　など

だいどこ大 825-1337 東通五丁目8-12 11:30～14:00　17:00～23:00 10:00～20:00 月曜 だいどこ大のジャガバター　￥648
オードブルセット（1人前～）　￥1,620～　など

cafe とまとの店 832-5242 東通六丁目14-28 11:00～16:00 11:00～16:00 月・火曜 ベジタブルナポリタン（1人前～）　￥800～
なすハンバーグ弁当　￥1,080　など

純生食パン工房　HARE/PAN
秋田店

0570-091-080 東通七丁目7-7 10:00～売り切れ次第終了 10:00～15:50 なし 純生食パン　￥864

とりっこ新屋店 828-8883 新屋大川町19-85 17:00～24:00 14:00～20:00 なし
牛コロ朴葉味噌焼と舞茸ご飯お弁当　￥900
カキ朴葉味噌焼と舞茸ご飯お弁当　￥800　など

とりっこ御所野店 829-3449 御所野地蔵田二丁目1-11　 17:00～24:00 14:00～20:00 なし 牛コロ朴葉味噌焼と舞茸ご飯お弁当　￥900
カキ朴葉味噌焼と舞茸ご飯お弁当　￥800　など

新屋地区　配達地域（新屋※、牛島※、卸町、豊岩※、浜田※、茨島）

御所野地区　配達地域（上北手※、河辺豊成※、河辺畑谷※、御所野、仁井田※、四ツ小屋※、四ツ小屋小阿地、四ツ小屋松戸松本）

土崎地区　配達地域（飯島※、港北、将軍野、外旭川※、土崎※、寺内※）

仁井田地区　配達地域（牛島※、大住、御野場、仁井田※、四ツ小屋※）

東通地区　配達地域（牛島※、大平台、桜、桜ガ丘、桜台、下北手桜※、千秋、手形※、中通、楢山※、東通、広面※、蛇野※、南通、横森）
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