
 

新型コロナウイルス感染症の影響により、大樹町内の飲食店も大きな打

撃を受けている状況が続いています。町民の皆さまにおかれましても、

外出を控えるなど感染症対策を行っていると思います。そんな中、大樹

町の飲食店自慢の「テイクアウトメニュー」をご家庭でも味わっていた

だきたいと思い、一覧を作りましたので、この機会に是非活用いただけ

ればと思います。 

※掲載店 順不同、内面にも情報がございます。 

掲載情報は 2020年 3月 23日のものです。メニューは予告なく変更される場合がございますので、詳細は各店舗まで

お問い合わせください。 

Ｄining Bar HARU  

大樹町 2条通 7 TEL:6-4193 

 

・温玉とベーコンのシーザーサラダ ・・・680 円 他サラダ各種 

・串盛り 1 人前（4 本）      ・・・690 円 

・チーズつくね          ・・・1本 220円 他串各種 

・宇宙を目指したチーズのピザ   ・・・880 円 他ピザ各種 

・わさびオクラ          ・・・400 円 他おつまみ各種 

・ザンギ             ・・・550 円 

・プルコギ            ・・・650 円 他一品料理 

・HARU風タコライス       ・・・750円 

・チーズナポリタン        ・・・680 円 

・ベイクドチーズケーキ      ・・・380 円 

※毎週火曜、木曜 20:00 までにご来店の方 10% off 

 

●営業時間／18:00～22:30 

一膳食堂 

大樹町寿通 1-5-4 TEL:6-5003 

 

・特製弁当（税込） 

 （松）    ・・・ 500円 

（竹）    ・・・ 700 円 

（梅）    ・・・1000円 

・天丼     ・・・ 600円 

・かつ丼    ・・・ 600円 

・親子丼    ・・・ 600円 

・お茶     ・・・ 100円（1 本） 

※町内 2ケから配達します。 

※前日予約でお願いします。 

※配達時間 16:30まで 

 

●営業時間／17:00～21:30 

和風イタリアンちょっと 

大樹町柏木町 11-61 TEL:8-7542 

 

・半田ファームさんのチーズを使ったマルゲリータ   ・・・1330円 

・6 種のチーズピザ                 ・・・1230円 

・ジェノベーゼピザ                 ・・・1130円 

・ミートソーセージピザ               ・・・1230円 

・ベーコンとキノコと卵のピザ（トマト or クリーム） ・・・1130円 

・てりやきチキンピザ                ・・・1200円 

その他サイドメニューもあります！ 

 ※料金は箱代も含まれています。 

 ※詳しくは Facebook「和風イタリアンちょっと」で掲載しています！！ 

 

●営業時間／11:00～22:00（LO 21:00） 月曜日はランチのみ営業、 

●定休日／火曜日定休日 

まるみ工房 

大樹町旭浜 TEL:7-7360・FAX:7-7371 

 

・焼魚弁当                     ・・・700 円（1 日 10 食） 

・海鮮カレー（大樹産秋鮭、ホッキ貝、灯台つぶ入り） ・・・700 円（1 日 30 食） 

・海鮮カレールーのみ                ・・・500 円 

 

●営業時間／11:00～15:00 

●定休日／不定 



 

※掲載店 順不同、裏面にも情報がございます。 掲載情報は 2020年 3月 23日のものです。メニューは予告なく変更される場合がございますので、詳細は各店舗までお問い合わせください。 

蝦夷マルシェ 

大樹町東本通 14 TEL:8-7404 

 

・かみこみ豚のやわらか豚丼            ・・・ 900円(大 1000 円) 

・神田カレーグランプリ優勝カリガリスパイスカレー ・・・ 900円(大 1000 円) 

・そぼろとニンニクのピリからごはんマシライス   ・・・1000 円(大 1100 円) 

・宝永の肉汁焼餃子                ・・・ 800円 

・人気NO.1 蝦夷マルカラアゲ           ・・・ 800円 

・キムチャー丼                          ・・・ 700円(大 800 円) 

・ソーセージ盛り合わせ              ・・・ 900円 

・クワトロフライドポテト             ・・・ 600円 

 

●営業時間／平日：19:00～25:00 日曜：18:00～24:00 ランチ土日祝：11:00～14:00 

中国料理 菜凛酒家 

大樹町 2条通 23 TEL:8-7107・FAX:8-7107 

 

・オードブル    ・・・3500 円・5500 円 

・お弁当      ・・・ 820円～ 

・餃子       ・・・ 500円 

・マーボートーフ  ・・・ 700円 

・チンジャオロース ・・・ 980円 

・黒酢酢豚     ・・・ 980円 

・エビチリ     ・・・1000 円 

・鶏肉の唐揚げ   ・・・ 620円 

他、多数お持ち帰り出来ます。 

 

●営業時間／11:00～14:00 18:00～22:00 

●定休日／日曜日・第 3 水曜日 

源ファーム 

大樹町開進 111-1 TEL:9-6116・FAX:9-6116 

 

・豚丼弁当 ・・・648円 

（正油・みそのタレのどちらかえらべます） 

 

※上記の販売は 3/31までの予定ですが、状況によって延

長する場合もあります。 

 

●営業時間／11:00～17:00 

●定休日／３月は日・月曜日 ４月は月・火曜日 

夢がいっぱい牧場 

大樹町萠和 181 TEL:6-3295・FAX:6-3686 

 

・牛すじカレーライス        ・・・ 800円 

・ハンバーガー（フライドポテト付） ・・・ 800円 

・夢牛弁当             ・・・1280 円 

 

※事前にお電話をいただけると受け渡しがスムーズです。 

 

●営業時間／10:00～16:00 

●定休日／火・水・木・金 

炭火焼処はまどり 

大樹町西本通 58 番地 TEL:6-3383 

 

・中札内産若鶏からあげ（1人前） ・・・900円 

・中札内産炭火焼（1 人前）    ・・・900円 

 他、串焼き、ご飯物、揚げ物できます。 

 

●営業時間／17:00～23:00 

●定休日／月曜日他 

味の龍月 

大樹町西本通 40 番地 TEL:6-2093 

 

・各種中華料理、一品料理を出前いたします。 

 ※出前可能時間は、11:30～20:00 

 

●営業時間／11:00～14:45 16:30～22:00 

●定休日／第 2 土曜日・第 2・4日曜日 

あけぼの寿司 

大樹町二条通 19 TEL:6-2337・FAX:6-2337 

 

・上生寿司    ・・・1300円 

・並生寿司    ・・・1000円 

・特製生ちらし  ・・・1400円 

・特製うら巻   ・・・ 700 円 

・細巻各種    ・・・ 600 円～ 

・浜前いくら丼  ・・・2400円 

・中札内鶏唐揚げ ・・・ 900 円 

・フライドポテト ・・・ 400 円 

 

※消費税・容器代別途申し受けます。 

※混雑状況・仕入れ状況にともないご注文お受け出来ない場

合が御座いますので、「大口注文・五人前」以上の場合は、前

日までにご注文をお願い出来れば幸いです。 

 

●テイクアウト・営業時間／11:30～1:00 16:30～21:00 

●定休日／月曜日 

四季の味 たんぽぽ 

大樹町 1条通 13 番地 TEL:6-3431・FAX:6-3431 

 

・炙りサバ寿司   ・・・1300 円 

・炙りサーモン寿司 ・・・1180 円 

その他 

（テイクアウトサービス：10％値引き） 

 

●営業時間／17:30～23:00 

●定休日／火曜日 

自家焙煎＆コーヒー専門店 珈琲工場 

大樹町西本通 82 番地 2 TEL:6-3225・FAX:6-3225 

 

オフィス・宅配珈琲のご案内 

自家焙煎の新鮮コーヒー豆を煎りたて、挽きたてで直接オフィスやご自

宅までお届けします。香り高い美味しいコーヒーを毎日、手軽にお楽し

みいただけます。 

※定期的に配送致します。毎週・隔週・月ごとなど対応いたします。当

店で段取りして、途中変更も可能です。 

※マシーンの設置からメンテナス、使用方法までアドバイスさせて頂き

ます。お店でコーヒーを注文するより安く、買いに行く手間や無駄な

コストと時間を節約できます。 

※コーヒーメーカーはお取引数量により、無料貸し出しします。（条件

がありますのでご相談ください） 

珈琲は当店自慢のオリジナルブレンドです。オリジナルブレンドが

100g/432 円（税込）からお手ごろ価格で約 28種類在庫中！ただし、

配達は 500gより賜ります。 

 

●営業時間／11:00～19:00 ●定休日／日曜日 

サンジュリアン 

大樹町 1条通 7-1 TEL:6-2355・FAX:6-2355 

 

・カツナポ     ・・・980円 

・ハーフ＆ハーフ  ・・・980円 

・生姜焼き定食   ・・・880円 

※容器代別途かかります。他のメニューのテイクアウトもありますのでご利用下さい 

 

●営業時間／ランチ 11：00～14：30（ＬＯ14：00） 

ディナー17：00～22：00ＬＯ 

●定休日／第 1・3・5日曜日、第 2・4 月曜日 


