
　新型コロナウイルス感染症予防のため、外出自粛要請が出され、市内の飲食店や旅館等をはじめ、商売を営んでいる方々は、
大変厳しい状況が続いております。
　こんなときだからこそ、できることがあります。出前やテイクアウト、「買い物も市内で」を合言葉に、まちを元気にするために多く
の市民の皆さんのご理解とご協力を心からお願いいたします。

令和2年4月22日現在

No.
テイク
アウト

出前 店名 主なメニュー（金額は税込み） 備考 連絡先

1 〇 ―
どさん子白石バイパス店
（有）太陽

炒飯（３００ｇ）　　　　５５０円
焼餃子（黒豚５ヶ）　 ３９０円
　〃　  （野菜５ヶ）　 ２９０円
唐揚げ（４ヶ）　　　　 ３８０円

〔注　 文〕来店または電話予約
〔営　 業〕１１：００～２１：００
〔定休日〕火曜

福岡長袋字坂下20

☎２５－８８４１

2 〇 ―
くさかもちや
（有）日下食品

おこわおにぎり（五目・栗ほか） １ヶ １６２円
つきたてお餅（くるみ・ずんだ・ごま・あん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３ヶ ３２４円
特製手作りわらび餅               １ヶ ４９６円

〔注　 文〕来店または電話予約
〔営　 業〕９：００～１６：００
〔定休日〕月曜

清水小路４８－１

☎２６－２５０８

3 〇 ― 魚料理　くるま
刺身　　      ７００円
焼魚・煮魚　６００円
揚物　　　　  ６００円

〔注　 文〕１５：００までに予約
〔営　 業〕１７：３０～２１：３０
〔定休日〕不定休

柳町４２

☎２５－３３２５

4 〇 〇
舞鶴会館
（ひがし小路）

うな丼　　　 　　  １，０８０円
鶏からあげ弁当　 　８６４円
ミックスフライ弁当　９１８円

〔注　 文〕９：００～１２：００
　　　　　　　　→お渡し１１：００～１６：００
　　　　　　前日１２時までご注文の方１０%OFF
　　　　　  配達は１０個以上から・要相談
〔営　 業〕９：００～１６：００（テイクアウトのみ）
〔定休日〕不定休

大手町４－３

☎２６－２３２３

5 〇 〇 寿司処 星乃家
にぎり・ちらし（上）　２，２００円
にぎり・ちらし（中）　１，７００円
にぎり・ちらし（並）　１，２００円

〔注　 文〕電話予約
〔営　 業〕(昼)１１：００～１３：３０
             (夜)１６：３０～２１：００
〔定休日〕月曜

本町８８

☎２５－４７７１

6 〇 〇 都屋本店
うな丼　１，７８２円
かつ丼　　 ９１８円
天丼　  １，０２６円

〔注　 文〕電話予約
　　　　　　出前は要相談
〔営　 業〕１１：００～１９：００
〔定休日〕不定休

沢目８－５

☎２６－２４３５

7 ― 〇 焼肉ラーメン・ナナ
みそラーメン  ７００円
チャーハン　  ７５０円
野菜炒め　    ７００円

〔注　 文〕電話予約
　　　　　　出前は１９：３０まで・要相談
〔営　 業〕(昼)１１：００～１４：００
             (夜)１７：００～２２：００
〔定休日〕木曜

旭町四丁目４－５

☎２５－４３６３

8 〇 〇 政寿司
にぎり・ちらし（上）　 　２，２００円
オードブル（一人前）　１，５００円～

〔注　 文〕前日までに予約
　　　　　　オードブルは２日以上前に予約
　　　　　　出前は要相談
〔営　 業〕(昼)１１：３０～１３：３０
　　　　　　(夜)１７：００～１９：００
〔定休日〕不定休

中町２８－４

☎２６－２４１２

9 〇 ― 小料理ささき
とりカラ揚げ（一人前）　　　７５６円
つまみセット（一人前）　１，６２０円
刺身盛合せ（一人前）　１，６２０円

〔注　 文〕前日までに予約
             各セット限定１０食まで
〔営　 業〕１７：００～２０：００
〔定休日〕日曜・祝日

柳町１７

☎２５－９１１０

10 〇 ― 西洋料理屋　ルガノ
ルガノ風ハンバーグ＆ピラフ　     １，６２０円
海老のトマト仕立てスパゲッティ  １，２９６円
海老カレーターメリックピラフ付き １，２９６円

〔注　 文〕電話予約
〔営　 業〕(昼)１１：００～１５：００
　　　　　　(夜)１７：００～２１：００
〔定休日〕不定休

八幡町７－３７

☎２５－２６６２

11 〇 〇 旬味　藤よし 特製おまかせ弁当　１，０８０円～

〔注　 文〕できれば２日前までに予約
〔営　 業〕(昼)１１：３０～１４：００
　　　　　　(夜)１７：３０～２０：００
〔定休日〕不定休

長町５３

☎２６－２４２３

12 〇 ― 芝その軒
ギョーザ　 ４００円
焼きそば　８５０円
炒飯　　　 ７００円

〔注　 文〕３０～６０分前に電話予約
〔営　 業〕１１：００～１９：００
〔定休日〕木曜

清水小路２５－３

☎２６－２６６７

「みんなで食べよう！」テイクアウト・出前利用可能店舗リスト（白石市観光協会）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、宮城県からの要請や協力依頼に応じて、営業日や営業時間を変更する場合があります。

保存版

白石市観光協会からのお願いです。
～ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために～
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出前 店名 主なメニュー（金額は税込み） 備考 連絡先

13 〇 ―
カフェ・レストラン
ドルフィン

ナポリタン　　　　　　　　　  ７８６円
ハンバーグペアセット　１，２２７円
カニピラフ　                    ８３４円

〔注　 文〕電話予約
〔営　 業〕１０：３０～２０：００
〔定休日〕木曜

沢目８－７

☎２５－４８９２

14 〇 〇 中華料理　来来
メニュー全品
※テイクアウトの場合、セットメニューなど
　 一部不可

〔注　 文〕電話予約（８：３０頃からOK）
　　　　　　出前は３種類以内
〔営　 業〕１１：００～１８：００（途中休憩あり）
〔定休日〕水曜

大手町３－２９

☎２５－２３７３

15 〇 〇 そば処　長寿庵
日替わり弁当　　         ７５０円
天丼（海老１本と野菜） ７５０円
かつ丼　                    ７５０円

〔注　 文〕１１：００までに予約
　　　　　　個数が多い場合は前日までに予約
　　　　　　出前は要相談
〔営　 業〕(昼)１１：００～１４：３０
　　　　　　(夜)１７：００～２０：００
〔定休日〕不定休（火曜の夜は休み）

柳町６９－１

☎２６－３８５８

16 〇 ― 廻る寿司　太助寿司
海鮮丼（小）　　　　　　　　 ５９４円
大穴子入り握りセット　１，１８８円
その他多数用意してあります

〔注　 文〕１～２時間前までに予約
〔営　 業〕１１：００～２０：００
　　　　　　（平日は１４：３０～１６：３０休憩）
〔定休日〕水曜

福岡長袋字柴屋敷
３１－１

☎２５－９７８９

17 〇 〇 彩食処　えびす 特製弁当　　５４０円～

〔注　 文〕１０：００までに予約
　　　　　　５個以上は前日までに予約
〔営　 業〕(昼)１１：００～１４：３０
　　　　　　(夜)１７：００～２２：００
〔定休日〕火曜

田町一丁目１－５２

☎２５－３３９３

18 〇 ― 旬菜中華　東天閣
中華オードブル（３～４名用） ３，７８０円
エビチリ丼　　　　　　　　　　　 　  ６５０円
酢豚丼　　　　　                       ６５０円

〔注　 文〕１１：００～１７：００までに予約
〔営　 業〕(昼)１１：００～１３：００
　　　　　　(夜)テイクアウトのみ
〔定休日〕不定休

柳町２９

☎２５－１１０９

19 〇 〇 和み処　ももの木
かつ丼・天丼など（全6種類）　 　５００円
宅呑みセット（おつまみ５品） １，０００円
鯛の姿造り　　　　　　　　　    ５，０００円

〔注　 文〕来店または電話予約
　　　　　　土日は電話予約のみ
　　　　　　出前は５個以上
〔営　 業〕１１：００～１９：００
　　　　　　※テイクアウト利用時間
〔定休日〕不定休

清水小路１５－８

☎２５－２５６４

20 〇 ― バッカスガーデン白樺
ミックスピザ               ９９３円
ナポリタン　　　　　　　  ８７６円
ハンバーグイタリアン　８７６円

〔注　 文〕電話予約
〔営　 業〕１７：００～２３：３０
〔定休日〕不定休

南町一丁目3-18-2

☎２６－３０６８

21 〇 〇 向日葵
A弁当　　３５０円
B弁当　　５００円
※特注弁当、オードブルも可

〔注　 文〕９：３０までに予約
　　　　　　出前は要相談
〔営　 業〕(昼)テイクアウトのみ
　　　　　　(夜)１８：００～２２：００
〔定休日〕日曜・祝日

清水小路５２

☎２６－１８８０

22 〇 ― 鮨敏
にぎり・ちらし（特上） ３，３００円
にぎり・ちらし（上）　  ２，５３０円
にぎり・ちらし（中）　  １，８７０円

〔注　 文〕前日までに予約
〔営　 業〕１７：００～１９：００
〔定休日〕月曜

兎作３６－１

☎２４－５９６６

23 〇 〇 宮の膳
からあげ弁当　 ７００円
ひれかつ弁当   ９００円
天丼　              ６００円

〔注　 文〕１０：００～１４：００までに予約
　　　　　　出前は５個以上、１１：００までのお届
　　　　　　のみ可
〔営　 業〕(昼)１１：３０～１４：００
　　　　　　(夜)１７：３０～２１：３０
〔定休日〕月曜

東小路１１１

☎２６－８０３３

24 〇 ― スナック　停車場
昔ながらのナポリタン　１，０８０円
大きいサイズのピザ　  １，６２０円

〔注　 文〕前日１８：３０～２１：３０までに予約
〔営　 業〕１８：３０～２４：００
〔定休日〕日曜

沢目８－１２

☎２５－７９３０

25 〇 ― キッチンオルト

彩野菜のオルトカレー　               ８８０円
煮込みハンバーグキノコ入りデミソース
                                               ９００円
ピザ各種（１０種類）　　 　　　   １，２００円

〔注　 文〕前日１８：００までに予約
　　　　　　引取りは１９：００頃まで
〔営　 業〕(昼)１１：３０～１４：００
　　　　　　(夜)１８：００～２０：００
　　　　　　※５/６までテイクアウトのみの営業
〔定休日〕月曜

中町５３－１

☎２５－０２２３

26 〇 〇 ルイ食堂
からあげ弁当　     ５５０円
麻婆豆腐弁当　    ５５０円
ホイコーロー弁当　５５０円

〔注　 文〕９：００までに予約
　　　　　　１０個以上は前日予約
　　　　　　出前は要相談
〔営　 業〕(昼)１１：００～１４：３０
　　　　　　(夜)１７：３０～２２：００
〔定休日〕日曜

長町５８

☎２６－６３０２

※営業時間・定休日は、新型コロナウイルスの影響により変更になる場合がありますので、ご了承願います。
※その他のメニューもありますので、各店舗へお問い合わせください。
※白石商工会議所飲食店サイト「白石美味探訪帖（びみたん）」でもテイクアウトメニューが紹介されています。（http://bimitan.jp）

【問い合わせ先】一般社団法人白石市観光協会（白石市商工観光課内）TEL：２２－１３２１　


