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10.手しごとcafé青山

６．つまり食堂

　この度の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出を控える傾向になったことへの対応とし
て、デリバリーやテイクアウト、出張販売・出張サービス等の需要が急速に高まってきていま
す。そこで十日町商工会議所では、新型コロナウイルス感染拡大に負けずに頑張っている、飲
食店をはじめとする小売・サービス業等の会員事業所を取りまとめ、HP等で随時更新しながら
紹介します。

是非、この機会に各サービスをご利用ください！
（※当所は掲載内容に関する一切の責任を負いません）

025-757-9131 025-757-9131

8:00～18:00 不定休

９．やきとり大吉
12.原田屋旅館

13.㈱トックス 14.海鮮会席　喜久末 15.源太寿司

コロナウイルスに負けるな！！
頑張るお店紹介します

【掲載店舗】

１．松乃寿司高田町店 ２．サバス
４．Casa di R ５．農家民宿茅屋や

３．総菜屋ももたろう

１．松乃寿司高田町店

〒948-0065　十日町市高田町三丁目南29-26

https://matsunozushi-t.jimdofree.com/

matsunozushi_t@yahoo.co.jp

お持ち帰り寿司専門店です。
マスの押し寿司・サバの押し寿司・くるみ入り太巻き・生ネタ入り太巻き・あぶり海老
ロールが人気です。

大地の芸術祭の作家、YORIKOさんにかわいい店舗に改装していただきました。どう
ぞ見に来て下さい。

８．松乃寿司
11.モダン食堂KICHI

７．ダイニングしみず

17.越後妻有のごちそう家　ごったく16.きっちん愚留米
18.ホルモン焼　ヨシダヤ 19.酒好場　ねこのて 20.喰い処　豊吉
21.レストラン　オガワヤ 22.勝坊 23.そばの郷Abuzaka
24.妻有ビール 25.ブアソン・フォレ 26.繁蔵　田麦そば
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３．総菜屋ももたろう

〒948-0072　十日町市西本町１丁目399-2

sabbath@uspot.jp

オードブル４名様用　￥４，３２０～（税込）
　　　　　５名様用　￥５，４００～（税込）

ほぼ全てのメニューがテイクアウト可です。
ご希望があればお皿の回収に伺います。（４月末迄）

17:30～24:00（L.O.23:00） ほぼ年中無休

２．サバス

〒948-0082　十日町市本町３丁目369-1

025-750-1248

〒948-0064　十日町市高田町2丁目291-19　1F

025-757-0429

http://casadi-r.sakura.ne.jp/

q.casadi.r@gmail.com

お弁当（９００円～）、オードブル（４人前程度／５，０００円～）のテイクアウト。
前日までにお電話にてご予約を賜ります。

会員様特典：５，０００円以上のお買い上げでお会計より５％割引。

数量やご予算はご相談ください。
お昼のお渡しも対応いたします。状況によっては配達も致しますので、まずはお電話
を！

17:00～23:00 水曜（変更あり）

025-757-0429

10:00～18:00 日曜日

momotarou.20160520@gmail.com

025-757-1215 025-757-1273

https://momotarou20160520.wixsite.com/momotarou

十日町のお母さんたちが真心込めて作った手作りの料理をお楽しみください。９０種類
ほどの総菜を取り揃えてお待ちしております。

４．casa di R（カーサ　ディ　アール）

・お弁当、総菜のテイクアウト
　＊幕の内弁当（４８０円）は毎日店頭販売しています。
　＊数がまとまる場合はご予約下さい。
・ご予算に応じて、１つからお弁当をおつくりします。
・３，０００円（税込）以上から配達も行っています。
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７．ダイニングしみず

〒948-0082　十日町市本町2丁目223

025-752-2058 025-752-2078

10:00～17:00（ランチタイム11:00～15:00） 水曜日

〒948-0003　十日町市本町6丁目71-26（クロステン内）

・お弁当、オードブルのテイクアウト
・事前ご予約で配達無料

info@hotel-simizu.com

オードブル、仕出し。

11:00～23:00 不定休

ジビエ専門店雪国Baseのお肉をデリバリー。
毎週金曜（５００ｇ～予約受付中）

〒949-8612　十日町市新座乙764番地（三ツ山）

025-755-5676 025-755-5710

025-755-5020 025-755-5504

tsumarishokudo@gaea.ocn.ne.jp

５．農家民宿茅屋や

みんなでジビエBBQいかがですか？

６．つまり食堂

info@tokamachi-kayaya.com

予約のみ 予約のみ

https://tokamachi-kayaya.com/

メニューや予算等お気軽にお問い合わせください。
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10.手しごとcafé青山

〒948-0061　十日町市昭和町3-18-3

090-5390-2072

kobataka0722@gmail.com

８:００～18:30 不定休

・ホットサンドウィッチ（ツナ＆コールスロー、ラタトゥイユ、キーマカレー、ジャー
マンポテト＆チーズ）、蒸しパンのテイクアウト　３００円(税込)
・コーヒーのテイクアウト　４００円～(税込)　マイボトルご持参で５０円引き

事前にお電話いただければ、お待たせせずにできたてを提供いたします。

17:00～24:00 不定休

・焼き鳥を中心とした串焼のテイクアウト
・焼き鳥を中心としたオードブル

当店では新鮮な食材を毎日仕入れし、店内で毎日一串一串串うちして備長炭で炭火焼き
しております。ぜひご賞味ください。

9．やきとり大吉

〒948-0088  十日町市駅通り127-3

025-752-7465

押し寿司の地方発送もしています。

８．松乃寿司

〒948-0086　十日町市加賀糸屋町103-1

025-757-2234 025-752-6121

にぎり寿司、押し寿司、ブーメラン。
出前は１人前でも１０人前でも配達料１回１００円。
ブーメランの作り方教室も要相談で出張いたします。

http://m-sushi.com/

matsunozushi@deluxe.ocn.ne.jp

11:00～24:00 日曜日、連休時は最終日
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給食弁当・糖尿病食・高齢者弁当・減塩食
オードブル折詰(１，１００円より)・皿盛(３，０００円より)・赤飯(２，６８０円)
詳しくはお問い合わせください。

町内会や敬老会など各種会合に、幕の内弁当、オードブル折詰、皿盛、赤飯をぜひご利
用ください。

コミュニケーションを第一に考え、安心と安全をモットーにご奉仕させて頂きます。

越後妻有の自然の中、昔も今も変わらぬ真心でゆったりくつろげる家庭的な和風の宿。

13.㈱トックス

〒948-0003　十日町市新座甲390番地1

025-752-3952 025-757-1266

toks@shirt.ocn.ne.jp

7:30～16:30 無休

お電話いただけたら、出来る限りお客様のご要望にお応えします！

12.原田屋旅館

〒948-0081　十日町市本町５丁目212-1

025-752-2121 025-757-4460

http://www.neptune.jstar.ne.jp/~haradaya/

haradaya@tokamachi-ryokan.com

PM4:00～翌日AM10:00 年中無休

11.モダン食堂KICHI

〒948-0027　十日町市若宮町372大清ビル１F

025-752-6493 025-752-6493

Instagram・Facebook・ぐるなび

m.d.k@live.jp

18:00～24:00 不定休

・店舗メニュー（ピザ、パスタ、から揚げ、チーズケーキetc.）、オードブルなどテイ
クアウトできます。
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http://www.ee-gurume.com/

11:30～14:00　17:30～21:00 水曜日

宅配メニュー・テイクアウトメニューはHPをご覧ください。

宅配料理は保温箱にてお届けいたします。

15.源太寿司

〒949-8603　十日町市下条4-376

025-755-2040 025-755-2040

http://genta-sushi.com

11:30～14:00　火～土
17:00～22:00　火～日

日曜日昼・月曜日

出前（当店近隣のみ）、テイクアウト

お寿司はもちろん、大人気の玉子焼や和牛和風ステーキの他、からあげやポテトなどの
揚げものもテイクアウトできます！

info@genta-sushi.com

14.海鮮会席　喜久末

〒949-8603　十日町市下条２丁目252-2

025-755-2344 025-755-2344

11:00～13:30　17:00～20:30 月曜日

会席弁当（お造り付）￥２，０００(税別)

是非、ご自宅でゆったりとお店の味をお楽しみください。

16.きっちん愚留米

〒948-0028　十日町市田中町本通り126-10

025-752-4448
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17.越後妻有のごちそう家　ごったく

・オードブル(３，０００円～)・折詰(１，５００円～)
・テイクアウト(店舗メニューほぼ全て　唐揚げ、ピザ、揚げ物等)
・弁当(６００円～、５ヶ以上から承ります)

・配達は営業時間外であれば承ります。
・予算などお気軽にご相談ください。出来る限りご要望にお応えします。

外で、お家でバーベキュー！ヨシダヤのお肉もお楽しみ下さい！

19.酒好場　ねこのて

〒949-8615　十日町市中条甲897-12

025-755-5499

17:00～23:00 だいたい月曜日

〒948-0003　十日町市本町6-1

025-752-5505

https://www.gottaku.jp/

etigotumarigottaku@outlook.jp

10:00～19:00 毎週日曜日・月曜日

魚沼産コシヒカリと妻有ポークを使ったお得なしょうが焼弁当、一口とんかつ弁当、豚
丼など、メニューも豊富にご用意！店内では野菜たっぷりのお惣菜や宅飲みおつまみ
セットも販売中！ホームページ掲載メニュー全品テイクアウトOK！お気軽にお問い合
わせください！

18.ホルモン焼　ヨシダヤ

〒948-0063　十日町市高田町1-216-7

025-752-2270

17:00～21:00 日曜日・祝日

店で提供している焼き肉用お肉をテイクアウト。店内価格の10％OFFです。
（参考価格：タン・ホルモン・レバー・ハツ等　一皿２９９円＋税～）
ご注文は４日前までにご予約下さい。

当面の間、昨今の状況を考慮しテイクアウト専門にて
皆様の"食"を価格面からも応援します！
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揚げ物、焼き物、巻き寿司もテイクアウト！事前にお問い合わせを！

22.勝坊

〒948-0082　十日町市本町４-37

025-752-3422

17:00～23:00 不定休

・弁当　１，０８０(税込)～
・オードブル　４，３２０(税込)～

20.喰い処　豊吉

〒948-0087　十日町市関口樋口町107-4

025-757-9629 025-752-4761

https://g.page/toyokichi?share

AM11:00～PM1:30
PM4:00～PM7:00

月曜日

角煮丼　５００円(税込)
タレカツ丼　５００円(税込)
皿盛り、弁当、折、お作りします。

オガワヤのごはんで少しでも笑顔の時間が増えたら嬉しいです！

21.レストラン　オガワヤ

〒948-0082　十日町市本町４丁目６

025-757-4177

11:00～20:00 月曜日

店内の商品ほとんどがテイクアウトOKです！

丼ぶりは当日予約可能です。
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・お弁当　８５０円(税別)～
・オードブル　５，０００(税別)～
・各種ピッツァ

お弁当・オードブルは3日前までにご予約ください。
各種ピッツァはお電話にて随時ご予約承ります。

不在日時があるので要問合せ

要予約ですが、持ち帰り専用瓶での量り売りをしております。

不在の場合がありますので、事前に来訪日時をお知らせくださいませ。

25.レストラン　ブアソン・フォレ

〒948-0006　十日町市四日町1318-29

025-757-9357

ランチ　11:00～14:30
ディナー　17:00～22:00

月曜日

お弁当、オードブル、へぎそば、天ぷらのテイクアウト。
ご注文は１個からでも対応致します。
配達をご希望される場合は、お電話にてお問い合わせください。

事前のご予約で、お弁当やオードブルをテイクアウトいただけます。配達も可能です。
Abuzakaのお料理を是非ご自宅でもお楽しみください。

24.妻有ビール

〒942-1527　十日町市太平字塚上り474-1

090-1037-4388 025-594-7911

https://facebook.com/tsumaribeer/

chiho.takagi@gmail.com

23.そばの郷Abuzaka

〒948-0106　十日町市南鐙坂2132

025-755-5234 025-755-5235

http://abuzaka.com

afarm-office@abuzaka.com

ランチ　11:00～15:00
カフェ　11:00～
17:00(L.O.16:30)

木曜日
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こんな時だからこそ出前！！そしてテイクアウト！！
おいしい蕎麦をお届けします。

26.繁蔵　田麦そば

〒948-0088　十日町市駅通り237-1

025-752-5656

https://www.tamugisoba.com

サービス可能11:00～19:00 月曜・火曜(不定休)

・出前(へぎなど返却しに来てくれた方にクーポンあり)
・テイクアウト
(十日町市内特定エリア　出前料サービス)
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