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おかずや 東栄町2-7-1 97-1933 97-1933 お弁当 600円 使い捨て容器 不可 不定休

化学調味料を使わず、地産地消の

食材を使用し、身体にやさしいお

弁当をご用意しております。

ヒレカツ（150g） 1540円

ロースカツ 1210円

T.O用ミックスフライ 1540円

釜めし 870円

天丼 980円

うな丼　並 2160円

うな丼　上 4320円

唐揚げ弁当 500円

味噌カツ弁当 600円

和風カレー丼 600円

和食のお弁当 2200円

牛ひつまぶし弁当　通常税込2500円⇒ 1800円

もち豚ひつまぶし弁当 1300円

うな丼（上） 2808円

うな丼（並） 2160円

おもてなし御膳※回収容器のみ 1728円

1050円

1350円

1450円

たこ焼き 420円

素焼き
400円

学割、300円

かつ丼 540円

みそかつ丼 540円

ロースかつ丼 854円

うな重（桜） 1134円

うな重（松） 3294円

玉子丼 648円

天丼 810円

カツ丼 810円

仕出弁当（要予約） 1080円～

大エビフライ弁当 1296円

玉子サンド(要予約） 648円

御幸本町7-24 74-2544 74-2544 使い捨て容器 不可 iwainodaichi2@yahoo.co.jp

11:00～14:30

（14:000オーダー

ストップ）

16:30～

20:30(20:00オー

ダーストップ)

毎週月曜日

(月に1回連休あり)

77-3250池浦町池西216

めん処　丸長
お電話いただければご飯大盛り、

容器代サービスです

93-2770
無休（月曜のみ15

時閉店）
11：00～22：00

毎週日曜日

祝日、G.W、盆、

正月

98-2124

無

使い捨て容器 不可

72-550172-5501

不可使い捨て容器

17：00～20：30

（Ｌ.Ｏ.20：00）

11：00～14：30

（Ｌ.Ｏ.14：00）

毎週土、日

93-2770

和食石かわの味をご家庭でも！！

煮魚、焼魚、オードブル、各種お

弁当、仕出し取り揃えてます。

毎週水曜日

第２，３火曜日
17：00～21：00

当店では、うどん店とともにお弁

当も販売中。手作りの味をお届け

したいと思います。

毎週月曜日、

祝日の場合は水曜

予約の場合は営業い

たします

Twitter

LINE

Facebook

Instagram

Facebook

LINE

お日にち、地域に

よります。一度ご

相談ください。

可
使い捨て容器

回収容器
55-2536

落ち着いた雰囲気の和食店です。

カウンター席、個室、宴会場40名

迄、是非御来店下さい。

毎週日曜日11：30～13：30 17：00～23：00
1620円（税込）以

上の弁当
5点以上3㎞以内

10：00～14：30

11：00～

13：30（ラスト

オーダー）

17：00～

20：00（ラスト

オーダー）

11:00~15:00 17:00~21:00

11:00～17：30

電話等の予約の場合は営業時間外の

注文可能です。

75-2109

使い捨て容器

回収容器
不可

営業時間

ランチ ディナー
定休日SNS お店の紹介

配達条件

利用金額 注文数 その他

http://www.katch.ne.jp/~taka-

ota/yoshinoya/top.html

Facebook

Instagram

https://www.aleseed.com Facebook 11：00～15：00

https://shunsai-tawa.gorp.jp/
Facebook

 LINE

良質なお肉をこだわりパン粉でカ

ラッと揚げ秘伝のタレで仕上げた

美味しいかつ丼

11：00～14：00

ランチメニューAleseed

和食
主なテイクアウト等メニュー

メニュー名
価格

（税込）

TEL FAX 容器種類 配達
配達可能エリ

ア
店舗名 ウェブサイト住所

今池町1-14-2

町内など少ない数

でも対応できる場

合もあります。ま

ずご相談ください

４点以上近隣可
使い捨て容器

74-5220高棚町茨池177-1樹神亭

可使い捨て容器98-2124

日本料理　戸たに 使い捨て容器 不可

築山さん家の

たこやき屋さん
安城市相生町17-12

090-4155-

1933
75-5310

みたらし団子 一本　80円

㈲御食事処ふじき

新明町16-13 87-5882

旬彩懐石　田和 姫小川町館山141-2 99-3460 99－3833
使い捨て容器

回収容器
可

安城市南部~中

心部
　1080円以上 2点以上

120年以上受け継がれてきた秘伝の

タレ。炭火でじっくりと焼き上げ

る鰻。30名様迄のご宴会も承りま

す。

使い捨て容器 可

尾崎町追池52-21かつさと安城店

毎週　木曜日、金曜

日　第二日曜日

迷路の様な住宅街の自宅庭先で営

業してます。ご注文頂いてから作

りますのでお子様の玩具など用意

してます。

水曜日

第1、第5火曜日

旬の彩を感じられるお料理を1品1

品丁寧に作ることを心がけており

ます。

11：30～15：00 18：00～22：00 毎週月曜日

「とんかつをご馳走に」をテーマ

に、地元三河の食材を中心に、名

物みそかつを始め、揚げたてを提

供しています。

毎週火曜日

毎週月曜の夜（祝日

の際は夜営業）

17:30~20:3011:30~14:00

三河安城東町1-27-

32　ザ・ステータ

ス１F

tonpiro.com不可使い捨て容器75-2109

御幸本町7-15

和食　石かわ

吉野屋

東新町９番地２２とんかつの廣

74-1717 74-1748

mailto:iwainodaichi2@yahoo.co.jp
http://www.katch.ne.jp/~taka-ota/yoshinoya/top.html
http://www.katch.ne.jp/~taka-ota/yoshinoya/top.html
https://www.aleseed.com/
https://shunsai-tawa.gorp.jp/
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マルゲリータ 1296円

クアトロフォルマッジ 2160円

ジェノベーエナポレターナ 1728円

国産唐あげチキンの米粉ピザ 1380円

天然エビのトマトソース（米粉入生パス

タ）
1380円

米粉入手作りパン５ケ 410円

オムライス丼 950円

ローストビーフ丼 1080円

とろとろたまごのハヤシソース（容器代

含）
1135円

大正ロマンのオムライス(容器代含） 1081円

カツカレー（容器代含） 1135円

ピザ各種 1050円~

ロコモコ 1200円

ステーキ丼 1580円

ベジトルノライス（サラダ付き） 700円

ワインに合う前菜盛り合わせ 2名盛 1150円

黒毛和牛ハンバーグ弁当 970円

黒毛和牛ハンバーグ＆カニコロ弁当 1300円

オードブル盛り合わせ（４名様） 5300円

サルビア弁当 1000円

手作りビーフシチュー弁当 1500円

ハンバーグ弁当 800円

主なテイクアウト等メニュー

チャーハン 880円

ギョーザ（5個） 440円

若鶏の唐揚げ 1100円

陳麻婆豆腐 900円

エビチリソース煮 1330円

豚ヒレ肉の黒酢ソースかけ 1320円

ビストロ・シェ・イシダ 篠目町向138 93-9786 93-9786 使い捨て容器 不可 http://chez-ishida.hp4u.jp/  Instagram 11：00～14：30
17：00～22：00

(L.O 21：00)

桃源楼

手造りにこだわったメニューは洋

食全般お持ち帰りいただけます。
毎週水曜日

毎週月曜日

看板メニューのビーフシチューを

メインに手作り洋食を味わえるお

店

期間限定でランチタイム営業中。

テイクアウト限定 ベジトルノライ

スとサラダのセットは お値打ちで

す

ほとんどの料理をテイクアウトで

きます。TELなどで相談してくださ

い。

地域の素材を使った美味しい中国

四川料理を味わっていただけま

す。陳麻婆豆腐、担々麵、エビチ

リソース大好評

毎週水曜日11:30~14:00 17:30~21:00

定休日

使い捨て容器 可 近隣のみ
ディナータイムの

み デリバリー可能
2000円以上

Twitter,

Facebook,

Instagram

11：30～14：30

(テイクアウトのみ)

16：30～22：00

(時短営業中)
毎週日曜日

店舗名 住所 TEL FAX 容器種類 配達
配達可能エリ

アメニュー名
価格

（税込）
利用金額 注文数 その他

その他

11:30~15:00http://www.chou-cream.com

Twitter

Facebook

Instagram

LINE

ランチ ディナー
SNS

92-5959 使い捨て容器 不可

お店の紹介

piaa-forte.com Facebook 11:30~14:30

17:30~21:30

(90分チャージと

なります）

すべてが自家製、無添加のやさし

い，馨り高い生パスタ、米粉入り

ピザを生トマト入ソースと供にご

堪能下さい

毎週火曜日

第1第3水曜日

11:00~14:00

やわらかやさしいハンバーグにパ

ンやクッキー固形石鹸まで手作り

たくさん！お持ち帰りメニュー増

加中です☆

毎週水曜日

（月に１回連休あ

り）

使い捨て容器 不可

18：00～21：00

（L.O.20：30）

11：00～15：00

（L.O.14：30）
77-4448井杭山町井杭山54-1

中華
配達条件

ウェブサイト

福釜町細湫53-2 72-1515

11：30～15：00 17：30～23：00

18:00~24:00

7:30～１９：００

（平日、祝日）

7:30~20:00

（土、日）

営業時間

配達条件

利用金額 注文数

毎週月曜日

本格ナポリピッツァと南イタリア

料理・ワインのお店。ミシュラン

ガイド掲載のピッツァパッソの新

店舗

74-1668

70-8859 70-8859 使い捨て容器 不可

メゾンドヌーヴォー 美輪町唐生155-1

使い捨て容器 不可

WISH

ピアホルテ 和泉町東山64-3 92-5959

vegetoruno

ベジトルノ

不可使い捨て容器77-4448

洋食

72-4096

店舗名 住所

主なテイクアウト等メニュー

メニュー名
価格

（税込）

TEL FAX

カントリーヴレッジ 赤松町梶14-1 92-5703 92-5703

CAVANI QUINTA 三河安城町1-16-5 http://www.pearlygates.jp
Facebook

Instagram

お店の紹介
ランチ ディナー

ウェブサイト SNS

営業時間

定休日容器種類

毎週火曜日

第3月曜

不定休

モーニングサービス、ランチ，洋

食を皆様に喜んでいただけるメ

ニューを取り揃えてお待ちしてお

ります！

毎週月曜日

月1回月、火休み

75-4492

使い捨て容器

（容器代別にか

かります）

不可

ロコモコ丼 950円

76-5975

97-8785 97-9180

使い捨て容器 不可

使い捨て容器 不可

配達
配達可能エリ

ア

三河安城町1-9-2Chou&Cream 72-4096

御幸本町7-5

香楽　新安城 今池町1-18-18

 Instagram 11：00～15：00 17：30～21：00 毎週日曜日

創業３０年をこえる老舗洋食店の

こだわりの洋食をご家庭でお楽し

みいただけるお弁当をご用意して

おります。

17:00~21:00

http://chez-ishida.hp4u.jp/
http://www.chou-cream.com/
http://www.pearlygates.jp/
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主なテイクアウト等メニュー

0120-66-

9588
達磨会席 3672円

礼 5400円

花包 2160円

主なテイクアウト等メニュー

仕出しお弁当 1500円～

揚物（とり唐、ポテトフライetc） 420円～

オードブル 1500円～

寿司１０カン 1380円

焼きそば 680円

マグロ串１本 280円

１丁目名物海老天巻き 890円

チキン南蛮特製タルタルソース 890円

店内のグランドメニュー全般

カツ丼 800円

御幸本町13-13 親子丼 750円

天ぷらうどん 700円

仕出し弁当 1500円～

寿司 1500円～

オードブル 1500円～

おまかせ串焼き盛り合わせ 863円

あご出汁おでん盛り合わせ 756円

焼餃子　18個 540円

焼餃子　30個 648円

焼餃子　42個 1080円

定食酒場 一健家 御幸本町6-26
090-5539-

5586
なま物以外の全メニュー 900円～ 使い捨て容器 可 JR安城駅周辺

合計金額3000

円以上

お店の混雑状況に

寄り、応相談
毎週日曜日

自慢の手作り料理をお手頃価格で

お試し下さい

住所 TEL

寿司

店舗名

11：30～14：00

不可

新鮮魚介を巌選仕入れ！ 三 河の海

の幸を心ゆくまでお楽しみくださ

い 。

11:00~20:00

もてなし旬菜や

使い捨て容器 不可

Facebook

https://tabelog.com/aichi/A2305/

A230503/23038139/

今本町4-10-8

海の幸南朝日町１丁目

花れ

朝日町1-1英昌ビル１

階
72-7800  72-7702 使い捨て容器 不可

長寿庵 76-4845 使い捨て容器

達磨

料亭・仕出し　DARUMA

龍のおとし子

配達条件

ウェブサイト SNS

営業時間

定休日 お店の紹介
メニュー名

価格

（税込）
利用金額 注文数

慶事、法事などで多数ご利用いた

だいております。ホームページも

ございますのでぜひメニューをご

覧ください。

毎週水曜日

不定休
11：00～18：001万円以上

安城市、知立

市、刈谷市、岡

崎市、その他

可
使い捨て容器

回収容器
97-9513

97-9511

JR三河安城駅徒歩３分の駅近く。

自慢のあご出汁や鮮魚、地鶏や黒

豚など、こだわりの逸品を！！

その他

不定休

朝日町25-16 77-2566 77-2566 使い捨て容器 不可

お店の紹介

メニュー名
価格

（税込）

居酒屋

店舗名 住所 TEL FAX 容器種類 配達
配達可能エリ

ア

配達条件

ウェブサイト SNS

営業時間

定休日

利用金額 注文数 その他 ランチ ディナー

ランチ ディナー

安城可

容器種類 配達
配達可能エリ

ア
FAX

45-7223三河安城南町1-9-22

11:30~14:00

月、火、木、金のみ

16：00～24：00

Twitter

Facebook

Instagram

炭串焼き　新・絆や 95-2270 95-2280御幸本町8-1

使い捨て容器

無休http://nabechan8.com

Instagram

JR三河安城駅すぐ！旬の味覚を楽

しむ和風居酒屋。
不定休17：00～24：0011：30～14：00Instagram

17：00～2３:00 毎週水曜日

新安城駅徒歩1分。ダッシュで10

秒！当店自慢の焼餃子をご賞味く

ださい。

毎週日曜日
レトロでアットホームな店です。

一度食べに来てください。

Instagram 17:00~24:00 不定休

朝引き新鮮な三河鶏。錦爽鶏を炭

火にてじっくり焼き上げます。塩

にもこだわり男鹿半島産の物を使

用しています。

16:30~23:30

テイクアウトは15:00~

18：00～23：00

Facebook 11:00~17:00

毎週日曜日

安城可使い捨て容器45-631845-6318

大衆酒場なべちゃん８ 今池町1-16-4 91-7337

45-7223

使い捨て容器 不可

個室酒房　季喜

三河安城町2-13-1

https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23038139/
https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23038139/
https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23038139/
http://nabechan8.com/
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アジア・エスニック料理
主なテイクアウト等メニュー

各種チヂミ 800円

各種キンパ 1200円

オードブル（M、L)サイズ 3500円

チキンカレー 550円

からあげ定食(みそ汁は除く） 550円

カツ丼 660円

主なテイクアウト等メニュー

お得なチキンカレーランチ(ナンかライス

付）11:00~13:45限定
880円

チキンバターマサラ 1150円

ナン、チーズナン 380～580円

ロースカツカレー 774円

野菜カレー 710円

フィッシュカレー 638円

ファミレス・ファーストフード
主なテイクアウト等メニュー

マヨコーンピザ 539円

チーズinハンバーグ 646円

ファミリーセット（大皿）2~3人前 1520円

モスバーガー 370円

モスチキン 270円

コーヒーシェイクM 310円

ビッグマックセット 690円

ダブルチーズバーガーセット 640円

テリヤキバーガーセット 640円

ウルトラチーズ(250g~1kg) 2592円~

スモークサーモン　バジルマヨ 3024円~

クラシックペパロニ 862円

店舗名 住所 定休日

カレー

店舗名 住所 TEL FAX お店の紹介
メニュー名

価格

（税込）
利用金額 注文数 その他 ランチ ディナー

店より車で10

分程度のエリア
5000円以上

ランチタイムなど

忙しい時間は不可

https://tabelog.com/aichi/A2305/

A230503/23004164/dtlmenu/

Facebook

Instagram

LINE

毎週火曜日

※不定休あり

インドスパイスで体温上昇。免疫

力アップ！食べる漢方薬！食べれ

ば元気アップ！辛さ調整可！スパ

イスでアロマ

曜日と時間を電話

にて相談

11：00～14：00

17：30～22：00

　

※5/6までは

20：00閉店

住所 容器種類 配達
配達可能エリ

アメニュー名

10:00~21:00

カレーハウスCoCo壱番屋

安城南店
南町5-61 75-5523 75-5523 使い捨て容器 不可

不可 www.supaisu.co.jp使い捨て容器
スパイス王国miniイトー

ヨーカドー安城店

住吉町3-1-8イトー

ヨーカドー安城店
97-0005 97-0005

容器種類 配達
配達可能エリ

ア

配達条件

ウェブサイト

71-1134

75-0500 72-2453

百石町2-21-5

モスバーガー

安城南
百石町2-36-4

ドミノピザ

安城百石町店

西三河発祥マッコリサーバーと

マッコリソムリエが提案するお酒

に合う本場韓国人シェフの料理を

隠れ家で堪能。

Facebook

Instagram

LINE

Twitter

www.facebook.com/hiddenhouse

koreajihoon

「すかいらーく」で検索

ウェブサイト SNS

営業時間

定休日

お店の紹介

https://www.mos.jp

75-9748 使い捨て容器 可

利用金額1500

円以上

マクドナルド安城コロナ

ワールド店
不可

御幸本町13-7

利用金額

使い捨て容器

91-8131 91-8132

使い捨て容器

TEL FAX

可

71-1133 使い捨て容器 可

市内であれば9

割のエリアは配

達可能！

2000円以上

使い捨て容器 不可

隠れ家韓国ジフン

ガスト

三河安城南町店

三河安城町１丁目16-

5
71-3710

メニュー名
価格

（税込）
利用金額 注文数 その他

容器種類 配達
配達可能エリ

ア

配達条件

ウェブサイト

使い捨て容器 要電話相談可 3万以上

71-3710

タージ・ベンガル
美園町1-23-1アップ

ヒル1F
75-9748

価格

（税込）
注文数

7：00～24：00

9：00～23：00

営業時間

ランチ ディナー

店舗名

配達条件

毎週月曜日

（GW、年末年始

をお盆あり）

https://www.dominos.jp 11:00~23:00

無休

その他

https://tenpo.itibanya.co.jp/map/

1062

SNS

浜富町6-8 7：00～23：00

定休日 お店の紹介
ランチ ディナー

　　18:00~25:00　　（月~木）

18:00~24:00　　 (金）

17:00~24:00　　 (土）

17:00~22:00　　(日）

お子様向けメニューやサラダなど

のサイドオーダーも取り揃えてお

ります。お気軽にご注文下さい。

体に良いスパイスを使った本格イ

ンドカレーをはじめ、丼、定食等

様々なメニューを取り揃えており

ます。

11：00～23:00
無休

元日のみ休業

SNS

営業時間

無休

FAXTEL

73-9912

店内ではレジに並ばず商品をご購

入いただけますモバイルオーダー

が始まりました。ぜひご利用くだ

さい。

無休

ビルに準ずる

ご注文後に調理します。出来立て

の美味しいハンバーガー、ポテト

がテイクアウトできます。

無休

テイクアウトは10時～23時半ま

で。配達は10時～21時まで実施し

ています。年中無休です！

テイクアウトなら2枚目が無料!

ネット注文はお得なクーポンが満

載!ピザはドミノが1番！

https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23004164/dtlmenu/
https://tabelog.com/aichi/A2305/A230503/23004164/dtlmenu/
http://www.supaisu.co.jp/
http://www.facebook.com/hiddenhousekoreajihoon
http://www.facebook.com/hiddenhousekoreajihoon
https://www.mos.jp/
https://www.dominos.jp/
https://tenpo.itibanya.co.jp/map/1062
https://tenpo.itibanya.co.jp/map/1062
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バー・バル
主なテイクアウト等メニュー

肉汁餃子 500円

しそ餃子 600円

シカゴピザ 1800円

惣菜・パン
主なテイクアウト等メニュー

プレーン食パン（ひこぼし） 864円

レーズン食パン（おりひめ） 1058円

食パン 520円

クリームパン 160円 使い捨て容器 不可 無休

おいしいカレーパン 180円

一本堂（ぷれーん） 280円

生クリーム 420円

れーずん 390円

からだ想いの玉木屋弁当 864円

ミルフィーユカツ弁当 692円

王様のメンチカツ弁当 670円

CHEESE STYLE GYOZA

BAR

ネオアンジョー

御幸本町3-1 第一グ

リーンパールビル1F
74-3580 74-3580

容器種類 配達

錦町3-7

住所

営業時間

LINE

SNS

(

お店の紹介

Twitter

Instagram

SNS

TEL FAX

使い捨て容器 不可

91-1155

ランチ ディナー

17：30～26：00　L.O25：30

（月、火、木、金、土）

17：30～24：00　L.O.23：00

（日）

10:00~18:30

JR安城駅徒歩10秒！

オリジナリティ溢れる創作餃子と

チーズのお店！

ラーメンもあります！

Instagram 毎週水曜日

毎週日曜日

[食パン専門店]蜂蜜など食材にこだ

わった食パンは優しい甘さが特

徴。電話での当日予約も可能。

Instagram

配達可能エリ

ア

配達条件

利用金額 注文数 その他
定休日

メニュー名
価格

（税込）
利用金額 注文数 その他

価格

（税込）

不可

配達可能エリ

ア

配達条件

ウェブサイト

営業時間

ランチ

10:00~18:00

ウェブサイト

7:00~19:00

メニュー名
店舗名

スペイン窯　パンのトラ 安城町東広畔5-3 91-2070

FAX 容器種類 配達店舗名 住所 TEL

91-1155

使い捨て容器 不可 https://ori-hiko.com

使い捨て容器

定休日 お店の紹介
ディナー

卵、はちみつを使わずに、店内で

粉から作り上げた、安心で無添加

な食パンをご提供します。

毎週日曜日

第１第３月曜日

74-3539 74-3539おりひめandひこぼし
末広町3-1 末広大嶽ビ

ル1F

一本堂　安城錦町店

玉木屋 御幸本町7-12 74-1188 74-1189 使い捨て容器 可 安城市内 1万円以上 10点以上

多数のご注文は

事前のご予約を

おすすめします。

10:00~18:00 毎週日曜日、月曜日

自然をテーマに化学調味料・防腐

剤・保存料を使用せず、いのちに

やさしい、おそうざい作りを心が

けています。

https://ori-hiko.com/
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カフェ・スイーツ
主なテイクアウト等メニュー

両口屋菓匠 御幸本町2番1号 76-2778 76-2781 可 市内
利用金額5000

円以上

注文数1

点以上
毎週火曜日

季節の茶席菓子、どら焼きなど‘美

味求真‘をモットーに味にこだわっ

た和菓子を製造販売しています。

シフォンケーキ 350円~400円

シフォンケーキwithクリーム 500円

和菓子処　櫻屋 日の出町2-18 76-3024 75-6576 可 市内 無
慶事、仏事、内祝

の注文に対応
毎週火曜日

創業６５年の和菓子専門店です。

慶事仏事茶会等の注文及び手土産

菓子に対応しております。

シフォンケーキ、焼き菓子 200円~

各種珈琲、ドリンク他 300円～

自家焙煎コーヒー豆 580円～

コーヒー 390円

日本茶 450円～

サンドウィッチ 550円～

ピクアントサンドウィッチ 650円

豚角煮弁当 600円

和牛ランプステーキ丼 1100円

ケーキ、焼き菓子、マカロン 150円～

タピオカミルクティー 432円

茶々屋南山園
桜井町貝戸尻60

アピタ安城南店1F
99-7227 99-7227 使い捨て容器 不可 Instagram

無休

アピタ安城南店に準

ずる

名鉄桜井駅から最も近い西尾の抹

茶南山園の直営店。香り高い抹茶

やほうじ茶を使った甘味やお菓子

が人気です。

シュー 230円

フレーズ(イチゴのケーキ、季節商品） 480円

プリン 215円

ブレンドコーヒー 300円

カフェラテ 370円

カフェモカ 450円

チーズケーキ 1,983円

ピールチーズケーキ 360円

イタリアンスパゲティー 1,296円

焼きそば 700円

ホットサンド（ハム・エッグ） 730円

620円

スイートコーンズ 高木町半崎38番地 72-7707 72-7707 使い捨て容器 不可 http://cafesweetcorns.com

Facebook

Instagram

LINE

Twitter

7:00~18：00 無休

自家焙煎の香り豊かなコーヒー、

食欲をそそるイタリアンスパゲ

ティーやホットサンド他お持ち帰

りできます。

　9:00~17:00(L.O 16:30)

95-2334大山町1-4-4カラベル

やさしいケーキの店

モントル
東栄町7丁目1－5

980円 使い捨て容器 不可ピザ

配達
配達可能エリ

ア

配達条件

78-8161 78-8161
8：00～18：00（平日）

7：00～18：00（土日祝）

Facebook

Instagram

不可使い捨て容器

物販　9:00~21:30

イートイン　9:00~17:00(L.O 16:30)

https://piq.pc-exp.com
Facebook

Instagram

https://montre-anjo.com

Facebook

Instagram

LINE

Twitter

10:30~19:30

国道１号線沿いのニトリ安城店の

道むかい、とても分かりやすい場

所にあります。かわいいギフトも

勢揃いです

安心安全にこだわったナチュラル

スイーツをお届けするチーズ菓子

専門店カラベル

毎週月曜日10：00～18：00

Twitter

Instagram

Twitter

Instagram 12:00~18:00

お店の紹介
ランチ ディナー

ウェブサイト SNS

営業時間

容器種類

不可

TEL FAX

97-5031 不可使い捨て容器

8：30～19：00

店舗名 住所

Cafe  B+ 新明町16-13 78-1147 78-1147

使い捨て容器

注文数 その他メニュー名

コーヒーとお茶の専門店

方丈

シフォンのもり 東栄町5-32-1
080-5104-

2762
使い捨て容器 不可

価格

（税込）

定休日

毎週木曜日

隠れ家的カフェのカジュアルイタ

リアンのお店です。土日もランチ

やってます．女性のおひとり様も

居心地が評判。

http://cafeb.client.jp

モーニングとランチのお店。営業

時間内はいつでもモーニングとラ

ンチをご注文いただけます。

毎週火曜日

月1回月曜日

不定休あり

　8：00～16：00　（月、水、金）

　8:00～20：00　（金、土、日）

毎週木曜日

毎週月曜日

第３火曜日

手のひらサイズ(直径10センチ）お

一人様食べきり。ホール型のシ

フォンケーキのお店です。

Facebook

Instagram

LINE

Twitter

毎週月~木曜日

　　　11:00~21:00　(日、月、火)

　　11:00~23:00　（金、土）

11:00~16:00　（水）

静岡県より取り寄せたこだわりの

コーヒーと日本茶等のドリンクと

モーニング・ランチをご用意して

います。

三河安城駅より車で西へ5分の田園

の中にあります。長女焙煎珈琲と

次女の焼くケーキをご自宅でいか

がですか

cobaco ne cobaco 二本木町西切替111-3 74-2775 74-2775 使い捨て容器 不可

フランス菓子

ラヴァンクール

使い捨て容器

回収容器

毎週火曜日

その他不定休あり
11:00~20:00

カフェピクアント 三河安城本町1-1-8 68-1180

三河安城本町1-1-12

三河安城ロイヤルマン

ション1F

72-0757

9:00-21:00(ラストオーダー20:30)

不可

Facebook

Instagram

平日　11:00~18:00

土日　8:00~18:00
毎週月曜日、火曜日

カフェ

プロスペール安城南店
不可使い捨て容器99-0770

桜井町貝戸尻60 アピ

タ安城南店1F

https://cha-coffee-houjo.com不可使い捨て容器

cafe.chiffon.no.mori@gmail.com

chiffon-no-mori_jimdofree.com

利用金額

高棚町井池181-2

無休

落ち着いた雰囲気のお店で自社焙

煎のクォリティの高いのコーヒー

と焼きたてのワッフルをお楽しみ

頂けます。

http://cafesweetcorns.com/
https://piq.pc-exp.com/
https://montre-anjo.com/
http://cafeb.client.jp/
https://cha-coffee-houjo.com/
mailto:cafe.chiffon.no.mori@gmail.comchiffon-no-mori_jimdofree.com
mailto:cafe.chiffon.no.mori@gmail.comchiffon-no-mori_jimdofree.com
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主なテイクアウト等メニュー

たこ焼き 450円

たい焼き 110円

石川屋安城福釜店 福釜町猿町47-4 77-8566 77-8566 回収容器 不可
Facebook

Instagram
毎週水曜日

初代豚玉 745円

明太もちチーズ玉 961円

ソースたこ焼き(6個) 486円

いずみショップ 大山町2-9-24 74-3310 74-3310
乾麺お徳用

（うどん、冷や麦、そうめん）
各540円 不可 無休

いずみそうめんの販売店です。飲

食はしていません。

えびせん家族

安城店
横山町横山189-1 71-3701 71-3702 ソフト焼きいか 540円 使い捨て容器 不可 毎週水曜日

焼きたては格別おいしく、最高で

す。一度はお召し上がり下さい。

まごころ弁当安城店 住吉町7-17-8 98-3171 98-3171
使い捨て容器

回収容器
可

安城市、碧南

市、高浜市全域
1点以上

無休

1月１日～３日のみ

休

高齢者向けの宅配弁当です。毎日

日替わりメニューで管理栄養士に

よる豊富な献立となっておりま

す。

肉（豚）玉子 842円

ミックス玉子 1026円

海の幸玉子 1166円

ドウエ 福釜町釜ヶ渕2-1 72-2556 日替り弁当 1080円
使い捨て容器

回収容器
可 西三河 1万円以上 http://duepersone.com/

Twitter

Facebook

Instagram

LINE

不定期

地元の野菜、食材を使ったお弁当

やケータリングＢＯＸを販売。お

しゃれでインスタ映え弁当です。

から揚弁当 390円

チキン南蛮&しょうが焼き弁当 480円

ドラえもんランチ（カレーorおにぎり） 490円

究極の生姜焼き定食 850円

ブラックカレー 600円

カツ丼 750円

ハンバーグ弁当 810円

オムライスディッシュ 810円 使い捨て容器 不可 毎週日曜日

chant box 756円

唐揚げ弁当醤油味又は塩味　大 650円

唐揚げ弁当醤油味又は塩味　中 550円

唐揚げ弁当醤油味又は塩味　小 450円

10:00~18:00

お好み焼一筋。創業から６０年、

変わらない秘伝ソースとオリジナ

ルマヨネーズで他にはない美味し

さが魅力です。

ランチ

8:00~19:30

ディナー

大きくてジューシーな唐揚げが売

りのテイクアウト専門店です。唐

揚げは単品、お弁当でも販売。

LINE

Instaguram

Facebook

Twitter

応相談唐揚げ専門いっき商店

ほっともっと安城北部店 使い捨て容器 可 応相談

お弁当はもちろん、イベントなど

のオードブルや大量注文、配達も

承らせていいただきます。お気軽

にご相談ください。

11:00~21::00 無休

6000円以上 https://www.hottomotto.com
Twitter

LINE
8:00~22:00 不定期

10:00～21:00（L.O20:30）（月～土）

10:00～18:00（L.O17:30）（日）
無休

南町17-22 77-0166 77-0166 使い捨て容器 可 安城市内 https://tukemenshaikki.com/

里町4丁目9-4 96-0466 96-0467

8:00~18:00

9:30~18:30

定休日ウェブサイト

LINE 11:00~21:00

SNS

営業時間

ぼてこ横山本部店 横山町毛賀知58-1 76-8508 76-3107 使い捨て容器 不可

店舗名 住所
メニュー名

価格

（税込）
その他

配達容器種類TEL FAX
注文数利用金額

配達条件
配達可能エリ

ア

使い捨て容器

お店の紹介

DELI&KITCHEN

chant
城南町1丁目17-3 76-9003

Instagram

LINE
11:00~16:00

『ご家庭の食卓をレストランに』

心を込めて作るハンバーグやオム

ライスが自慢のお店。ご予約がお

すすめです。

不可
090-5610-

9818
里町2-1-9たこ焼きころころ

篠目町童子201番地1
11:00から24:00

ラストオーダー23:30

9:00~18:00

安心、安全でおいしい子供のおや

つはいかがですか？

子供を持つママ達で始めたお店で

す。

毎週

日、月、木曜日

10:30-17:00（火、水、金）

10:30-13:00（土）

Facebook

 Instagram

店名はカレー王国でも一番人気は

「究極の生姜焼き定食」。食通の

長距離ドライバー人気のメ

ニュー。

カレー王国
尾崎町19-1安城ト

ラックステーション内
97-1005 97-1005 使い捨て容器 不可

お好み焼本舗

三河安城店
無休

お好み焼きはお電話で時間を指定

して頂ければご来店に合わせて焼

き立てをご提供します！！

LINE不可使い捨て容器71-189171-1890

無休

http://duepersone.com/
https://www.hottomotto.com/
https://tukemenshaikki.com/

