岩見沢商工会議所会員事業所のテイクアウト・出前を行っている店舗です。
岩見沢商工会議所 飲食店応援プロジェクト 岩見沢市１条西１丁目 ☎0126-22-3445

注）店舗によっては休業している場合やメニュー等の変更がある場合があります。事前に各店舗へお問い合せください。

手作り弁当（日替わり）
８８０円(税込)

岩 見 沢 店
☎ 22-2944
2条西3丁目1-1 2.3ビル1階

※前日までにご予約くだ
さい。
※できる限り道産食材を
使用しています。内容
についてはお気軽にお
問い合わせください。

16:30〜19:00
（ 電話受付は
18：30まで）
https://fukuyoshi-iwamizawa.owst.jp/

串物

★お持帰りメニュー★（価格は全て税込です）

揚げ物
一品

美唄やきとり もつ串 塩 … 135円
ねぎま串 塩……………… 162円
つくね団子串……………… 162円
福よし特製ザンギ…………
軟骨の唐揚げ………………
天然エビの唐揚げ…………
皮つきポテトフライ………
牛サガリのローストビーフ（100g）…

美唄やきとり せい串 塩…… 135円
ぶ
た
串
塩…… 205円
牛 ト ロ 串
塩…… 313円

１パック 594円
１パック 421円
１パック 453円
１パック 421円
１ 人 前 1,058円

写真は一例です。 岩見沢市2条西5丁目14

080-9613-1537

おにぎり １ 個…… 270円
鶏めし １パック… 378円
手羽先揚げ
（５本）
… 626円

Open

お渡し時間

持ち帰り
ボックス

（税込）

リゾット

完売した場合は、早めに
閉店する場合があります。

パスタ

単品持ち帰り

•キッシュパイ………………………………………470 円
•丸ごとガーリックトースト………………………420 円
•じゃがいもとチーズのカリカリ焼き……………450 円
•牛ホホ肉の赤ワイン煮……………………………930 円
•つくねとモッツァレラチーズの湯葉包み揚げ…550 円
•モッツァレラチーズの湯葉巻き…………………550 円
•サクサクチキン 中華風…………………………700 円
•肉じゃがとモッツァレラチーズの春巻き………530 円

•わたりがにと野菜 ( 自家製ソースをからめたパスタ )
•アサリトマトソース
•アサリとバジル •タラモ（タラコとクリームチーズ）
•ペペロンチーノ •ボロネーズ
•アラビアータ
•角煮ときのこ
•カルボナーラ
•蒸しどりときのこ（塩味） •玉子とチーズ、ベーコン
•小海老と野菜（トマト）
自家製パン付き 各 800 円（税込）

ピザ

価
※格はすべて税込みです︒写真はメニューのイメー
ジです︒お引取りの際はプラ容器に入れてお渡し
します︒ ピザなど他のメニューもございます︒

お勤め先にも、
ご自宅にも出前いたします。

が
和洋折衷の料理が愉しめ、
メイン料理（ハンバーグやポークチャップ等）
毎日変わります。
和・洋・中 60品目以上！ ※出前区域…岩見沢市全域（一部地域を除く）

レストラン コロナ

レストラン コロナのテラス

２条西３丁目3-2
℡:0126-22-0645
定休日：月曜日(祝日は除く)

９条西４丁目1-1 まなみーる内
グリルステーキ
グリルステーキ
℡:0126-23-0113
ランチボックス
定休日：不定休ランチボックス

だれ
の特製
性抜群
キと相
ステー
キ!
テー
牛ス
絶品
質の
な肉
確か

お持ち帰りいただけます

ご予約・お問い合せは

空知産の新鮮野菜がカレーに ゴ ロ ゴ ロ ♪

（税込）

辛さ

10 段階まで
お選び頂けます

ライス

大盛 +100 円
特盛 +200 円

受付 11:00〜14:00
☎0126-25-1085
日曜 定休日

土用の丑の日はうなぎはいかがですか。

ハンバーグランチボックス 海老フライランチボックス
各￥999
SNS で新着情報をチェック

メープルロッジ

www.maplelodge.or.jp

TEL 0126-46-2222 www.maplelodge.or.jp

テイクアウトメニュー

からあげランチボックス ポークカツランチボックス
各￥999

ご予約・お問い合わせは

0126-46-2222

飯Bar

ザンギ……………… 720円
手羽先唐揚げ……… 530円
豚テキ（200ｇのロース） 1,100円
ポテトフライ……… 450円

SNS で新着情報をチェック

www.maplelodge.or.jp

ぶう

（0126）
Tel.
25-7161

お電話受付時間

15:00〜18:00
日・祝 定休日
岩見沢市3条西2丁目
大水ビル2階

【晩酌のお供に…】
おまかせおつまみセット（少量づつ3～4品）

………1人前：1,000円
※価格はすべて税込です

岩見沢市６条東１０丁目２１ 約200g 3,400円（税込）
0120-220555
℡ 0126-22-8899 FAX 0126-22-8033

フリーダイヤル

岩見沢店お持ち帰りメニュー
生つくね………………………
チーズ生つくね………………
梅肉焼つくね…………………
おろしポン酢生つくね………
からしマヨネーズ生つくね…
旨ネギ生つくね………………
生つくね盛り合わせ…………

炭火焼肉の店

松龍

ジンギスカン 500g
ジンギスカン 1kg
サガリ
500g
1kg
サガリ
大腸ホルモン（味噌・塩）

\1,188
\2,160
\1,512
\2,916
\810

金子町 394 番地 TEL/FAX：0126-26-3229

108 円（税込）
140 円（税込）
130 円（税込）
130 円（税込）
130 円（税込）
130 円（税込）
648 円（税込）

TEL.22-1129

108円

３条東１丁目８−８

メニューは一例です。多のメニューについてはお問合せください。

しょう りゅう

テイクアウトメニュー

☎0126-22-0335 ＦＡＸ.0126-22-8970

せんどう

・やわらかチキンの定番スープカリー…… 1100 円
・ごろっと豚角煮スープカリー…………… 1100 円
・炙りベーコンと粗挽きフランクのスープカリー… 1200 円
・牛のとろとろ煮込みスープカリー……… 1100 円
・ふかがわ道の駅のザンギスープカリー… 1000 円
・ビーフハンバーグのスープカリー……… 1200 円
・ふわとろ牛もつスープカリー…………… 1100 円
・スープカツカリー………………………… 1300 円

からあげランチボックス ポークカツランチボックス

ハンバーグランチボックス 海老フライランチボックス

冠婚葬祭仕出し料理

※前日までにご予約ください。 ※配達の場合はご相談ください。
※受 付 時 間 １０：００〜１７：００
※お渡し時間 １１：００〜１７：００
※都合によりご希望に添えない場合がございます。

￥918
￥918
￥999

SNSで新着情報をチェック
ログホテルTEL 0126-46-2222

オードブル・折詰・弁当を特別価格でお持ち帰り。

岩見沢市7条西21丁目 瀧よし岩見沢本店併設

スープカリー

おすすめ

℡ 0126（35）4021

日替りランチ

※メニューは日によって変わります。 750 円（税込）
お気軽にお問合せください。
※その他にもサンドイッチ、おにぎり等もテイク
アウトできますのでお気軽にお申し付けください。
であえーる3階 室内公園
電話／25-7744

その他のメニューもございます。
オードブル承ります。（前日までに要予約）
ご予算等お気軽にご相談ください。

トッピング

元 町テラス

元町１条西１丁目21-2
定休日：日曜、月曜
@motomachiterrace

＜アティック＞

イメージ

空知の夏野菜カレー（夏季限定）
メープル海老フライカレー
メープルポークカツカレー

ご予約・お問い合わせは

イメージ

TEL

Attic

カレー＆ランチ

空知産の新鮮野菜がカレーに ゴ ロ ゴ ロ ♪

（受付 11：00～14：00／受渡し 11：30～14：30）

◎ハンバーグ（デミグラス、和風ソース、トマトソース）…1,000円

詳細は
コチラ

（受付 11：00～14：00／受渡し 11：30～14：30）

お持ち帰りいただけます

￥918
￥918
￥999

営業 夜の営業は緊急事態宣言終了後 定休 日曜
時間 17時〜22時となります。
日 祝日

（税込）

レストランの人気メニューが

レストランの人気メニューが

空知の夏野菜カレー（夏季限定）
メープル海老フライカレー
メープルポークカツカレー

TEL.0126-23-0594

1,404

￥

洋食店の味をテイクアウトできます！
ご家庭でいかがでしょうか⁉

月4回以上（週1回ペース）
で1回5個以上のご注文限定。通常配送料500円。
個数に応じて特別価格でのご提供も致しますので、
ご要望などお気軽にお問合せください。

営業時間／10:00～15:00 定休日／日曜・祝日

日替わり弁当￥880（税込）
【事前予約のみ】

1,404

◎ルスツ産もち豚ロースのソテー ……………… 1,000円
◎中札内産鶏もものロースト …………………… 1,000円
◎ポーク野菜カレー ……………………………… 1,000円 他

1,137 円
1,137 円
1,223 円

配達料無料！
！ 自家製赤たまねぎドレッシングも販売中！

￥

※価格は全て税込みです。
※容器代＋100円を頂戴します。

（箱 + 税込）

岩見沢市2条東1丁目2-1
☎ 0126-22-7681

グリルステーキ
グリルステーキ
ランチボックス
ランチボックス

100円
150円
500円

￥756 円税込

￥702 円税込

単品持ち帰り

•マルゲリータ
•きのこ
•海老とナス

Gonji

旬菜ダイニング

北海道岩見沢市4条東1丁目6番1号
TEL:0126‑23‑7788
詳しくはお問い合わせください｡

チーズ
目玉焼き
ダブルハンバーグ

ソース
とんかつ弁当

生姜焼き＆
みそザンギ弁当

水・木・金曜日
11:30〜13:30

11:30〜14:30

•パスタ ハーフサイズ
•肉料理 •揚げ物
•パン
•その他 3 品
内容はその日により違います 1,296 円（税込）

TEL 090-7519-6674 TEL 0126-20-2331

￥972 円税込

￥918 円税込

TEL.

（鮭、梅、カツオ）

電話 Gonji
予約で の

岩見沢市緑ヶ丘2丁目29-5

スープカレー
天麩羅弁当

スープカレー
そば天麩羅弁当

おやきの
●あ ん こ ￥110
●クリーム ￥110
●チ ョ コ ￥110
●チ ー ズ ￥140
●お 好 み ￥140

菊水堂

１個からお持ち帰りの電話注文承ります。

3条西3丁目1番地 Tel:0126-23-2745

