海鮮炭 大地

天山

寿司 はしもと

・所在地：東深川 959-5
テイク
・TEL:22-0220
アウト
・定休日：日・月曜日（予約によります）
・営業時間：15：00〜19：00
（テイクアウト可能時間）
・テイクアウトメニュー：魚介（カキ、ホンビノ
ス貝等）揚げ物等￥180〜
・最大注文数：夜 50 個
・宅配：無し
※自宅で貝が食べられるテイクアウト
※在庫に限りがあります。ご了承下さい。

・所在地：東深川真名ヶ崎 736-1
テイク
・TEL:090-7770-7515
アウト
・定休日：土・日曜日
・営業時間：11：00〜16：30
・テイクアウトメニュー：角ずし￥100、
いなりずし￥70、おにぎり￥70（全て税込）
・最大注文数：昼 6 個（事前にご予約いただけれ
ばご要望に応じます）
・宅配：無し
※お待たせしないようにしています。
コロナが早く無くなってほしい。

・所在地：東深川 949-29
アウト
・TEL:22-0416
・定休日：木曜日（GW、お盆等変更有り）
・営業時間：昼 12：00〜14：00
夜 17：00〜22：00（LO 21:00)
・テイクアウトメニュー：
海鮮ちらし弁当￥2,000、
にぎり寿司￥2,100 税別、巻寿司￥720 税別
・最大注文数：可能な限りご要望に応じます。
・宅配：深川、仙崎地区
※海鮮ちらし弁当はお店の味をご家庭で味わえる
よう人気の唐揚げと海鮮ちらしをセットにした
よくばり弁当です。

お食事処 よし松

串焼き 菜彩

・所在地：東深川 991-11
テイク
・TEL:22-0019
アウト
・定休日：日曜日（連休時は月曜日）
・営業時間：昼 11：30〜14：00
夜 17：00〜22：00
・テイクアウトメニュー：出し巻￥600、お弁当
￥1,300（予約）、刺身鉢盛等はご予算に応じて
・最大注文数：ご連絡下さい
・宅配：無し
※仙崎市場の鮮魚使用。
※弁当に関しては検討中。

テイク
・所在地：東深川 973-7
アウト
・TEL:22-8266
・定休日：水曜日
・営業時間：17：00〜22：00
・テイクアウトメニュー：店内メニュー全部 OK
・最大注文数：夜 100 本
・宅配：無し
※数に限りがあります。
※事前に連絡頂けると助かります。

テイク

焼とりや ちくぜん 総本店
・所在地：東深川駅前区金の鈴 2F
・TEL:22-0735
・定休日：日曜日
テイク
・営業時間：17：00〜22：00 通常営業 アウト
11：00 テイクアウト
・テイクアウトメニュー：焼とり丼 ￥600（税別）、
焼きとり各種
・最大注文数：昼 30 個（焼とり丼）
・宅配：要相談
※FAX でメニュー表をご希望の方に送信します。
※焼とり丼、焼とりの本数が多い時は、前日や早め
のご予約をお願いします。

ひものや食堂 ひだまり

MUCHO

ちくぜん センザキッチン店

・所在地：仙崎 4297-1
テイク
（道の駅センザキッチン内）
アウト
・TEL:27-0178
・定休日：第 2 木曜日
・営業時間：9：00〜17：00
・テイクアウトメニュー：瀬つきアジフライ
￥280、あじフライバーガー￥430、さわらメ
ンチカツバーガー￥400 他
・最大注文数：ご連絡下さい
・宅配：無し
※一つ一つ手作りで揚げたてを提供させて頂きま
す。

・所在地：東深川 996-11
テイク
・TEL:27-0084
アウト
・定休日：不定休
・営業時間：12：00〜15：00 通常営業
18：00〜21：00、21：00〜Last
・テイクアウトメニュー：ハンバーガー類￥900〜、
タコス￥400、トーストサンド類￥￥700〜、
フレンチフライ￥100〜、ホットドック類￥700〜
・最大注文数：昼 40 個、夜 40 個
・宅配：無し
※本格的な手作りバーガー
※電話予約していただけると待ち時間なくスムーズです。

・所在地：仙崎 4297-1
テイク
アウト
（道の駅センザキッチン バル棟）
・TEL:27-0038
・定休日：第 2 木曜日
・営業時間：10：00〜16：30（LO 16：00）
・テイクアウトメニュー：焼とり各種 ￥140〜
・最大注文数：ご相談下さい。
・宅配：要相談
※炭火で丁寧に焼いてます。
※本数の多い時は、前もってお電話下さい。

みがって

小さなパン工房 かんぱにお

味勝手 ありさわ

なつめ

・所在地：油谷角山大川尻 42-8
テイク
・TEL:080-4319-7230
アウト
・定休日：月・火・水・木・金曜日
・営業時間：10：00〜売り切れまで
・テイクアウトメニュー：パン各種
・最大注文数：限りがございます
・宅配：無し
※地元産を使ったパン。今はまだ棚田米（無農薬）
と百姓の塩を使った米粉のパンくらいですが、
少しでも地元の食材を使ったパンが出来ればと
考えています。「かんぱにお」＝パンを分け合う
人々。仲間という意味です。パンを分け合うと
いう幸せな時間を提供します。

・所在地：油谷新別名 959-1
テイク
アウト
・TEL:32-2707
・定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日）
・営業時間：昼 11：30〜14：00
夜 17：30〜22：00
・テイクアウトメニュー：法事弁当￥4,000〜
その他弁当ご予算に応じます。
・最大注文数：ご連絡下さい
・宅配：無し
※地産を利用する。
※ご予約早めにお願いします。

・所在地：東深川 2653-7
テイク
アウト
・TEL:22-7500
・定休日：月曜日
・営業時間：16：00〜22：00
・テイクアウトメニュー：焼きとり各種
・最大注文数：限りあり
・宅配：無し
※数量に限りがありますので 17 時までにご注
文して下さい。

＃飯友ながと

長門市民３万５０００人のテイクアウトプロジェクト

主催：長門料飲組合

ハッシュタグ

めしとも

テイクアウトで
お店を応援しよう！

ながと

美味しいはコロナに負けない！

NAGATOCITY
TAKE OUT
PROJECT

頑張れ！料理人！
先の見えない

コロナウイルスとの戦い！

出口の見えない

今までの経験を生かして

コロナウイルスとの戦い！

乗り切ろう！

長門市の飲食店にも

今こそ長門料飲組合全店が

大きなダメージを与えています！

力を合わせて立ち向かおう！

新型コロナウイルス感染症の影響で、

昔ながらの思い出の味。

外食を控える動きが加速しています。

お祝い事の後は

１人や１店では小さなことでも

必ず家族といったあの店。

長門市民３万５０００人が

妻との初デートのお店。

参加すればどうでしょう？

などなど、
たくさんの思い出がある

３万５０００食

長門市内の各店舗の皆さん、

皆様のご協力で

頑張って！

長門市の食は守れます！

インスタ・フェイスブック・ツイッターに
＃飯友ながとをつけてＳＮＳに投稿
テイクアウトした
料理の写真をとる

長門市の飲食店で
テイクアウトする

＃飯友ながとをつけてＳＮＳに投稿しよう

たくさんの情報が皆さんをしあわせにします。

後援：長門市 長門商工会議所 ㈱長門時事新聞社 長門ロータリークラブ 長門ライオンズクラブ
（一社）長門青年会議所 山口県建設業協会長門支部 長門建設業協会 長門建設業協同組会
長門市土木協同組合 山口県理容生活衛生同業組合長門支部 ぼくらの長門
※コロナウイルス感染拡大に伴い、休業や時間変更等をせざるおえないお店も出てくると予想されますので、事前に確認される事をお勧めいたします。

テイク
アウト

テイクアウト出来ます

日替り弁当出来ます

宅配いたします

※消費税の記入のない商品につきましては各店舗にご確認ください。

楊貴館別荘 ととろの里

海の見えるレストラン あまのゆ

油谷ひとの駅 ペパーミント

ビーチサイド 只の浜

・所在地：油谷伊上岡 1199
テイク
・TEL:33-3333
アウト
・定休日：水曜日
・営業時間：11：00〜15：00（LO)
・テイクアウトメニュー：ふきの葉包みの幕の
内おにぎり￥1,300 込
・最大注文数：前日 15 時までの予約制です。
・宅配：ホテル楊貴館でのお渡し
※塩漬けのふきの葉の風味が楽しめるおにぎりと
肉巻きが絶妙の組み合わせです。
※新型コロナウィルスを吹き飛ばし幕引きをう、
祈願弁当です。

・所在地：油谷伊上
テイク
・TEL:33-3333
アウト
・定休日：無し
・営業時間：平日 昼 11：00〜14：00（LO)
平日 夜 17：00〜20：00（LO)
土・日・祝日 11：00〜20：00（LO)
・テイクアウトメニュー：焼鯖鮨弁当￥1,500 込
・最大注文数：前日 15 時までの予約制です。
・宅配：無し
※酢締めした焼鯖のお寿司といかとあかもくのか
き揚げはバランスの良い組み合わせです。
ちょっ
と添えられた茶そばもお楽しみ下さい。
※鰆、いか、あかもくと地元の食材を轟料理長の
お献立でどうぞ。

和食レストラン さくら

和風レストラン うめや

・所在地：油谷伊上 4418-1
テイク
アウト
・TEL:32-2009
・定休日：不定休
・営業時間：11：00〜18：00
・テイクアウトメニュー： ￥100〜
・最大注文数：昼 100 個、夜 100 個
・宅配：無し
※地元の素材使用。
※注文はなるべく事前予約して下さい。

・所在地：西深川 1215-1

・宅配：長門市内

・所在地：東深川 823-5
・TEL:22-3800
テイク
・定休日：無し
アウト
・営業時間：11：00〜21：30
（宅配、テイクアウトは 10：00〜）
・テイクアウトメニュー：一品ものから、お弁当、
お寿司までいっぱいあります。
・最大注文数：昼 50 個、夜 50 個
・宅配：長門市内
※手作りで〜す。
「和食レストラン さくら」の味です。

・所在地：東深川 2542-1
・TEL:22-4361
テイク
・定休日：火曜日
アウト
・営業時間：11：30〜22：00
・テイクアウトメニュー：オムライス ￥700
・オードブル、お弁当、ご予算に応じます。
・最大注文数：昼 20 個、夜 20 個
・宅配：長門市内
※主に地元の食材を使っています
少しでも早めにご連絡いただけると助かりま
す。

養老乃瀧

シンデレラ

みうら 七輪焼

串かつ居酒屋 えみもり

肉バル nikot

長門給食センター

・所在地：東深川 893-7
テイク
アウト
・TEL:22-6263
・定休日：月曜日
・営業時間：17：00〜22：00
・テイクアウトメニュー：とりもも唐揚げ￥490、
ミックスピザ￥680、やきとり他、ポテト￥330、
価格は税別
・最大注文数：ご連絡下さい
・宅配：無し

・所在地：東深川 948-1
テイク
アウト
荒川ビル 1F
・TEL:22-3456
・定休日：不定休
・営業時間：19：00〜24：00
・テイクアウトメニュー：ケーキセット￥550、
恐竜の足￥1,100
・最大注文数：要予約
・宅配：無し
※珍しい食べ物です。

・所在地：東深川 1953-3
テイク
アウト
・TEL:22-5626
・定休日：水曜日
・営業時間：18：00〜
・テイクアウトメニュー：弁当￥800〜
・最大注文数：夜 20 個
・宅配：無し
※自家製肉のたれ
※お肉たっぷり

・所在地：東深川 1860-1
テイク
・TEL:22-4513
アウト
・定休日：水曜日
昼のテイクアウト前日予約まで対応可
・営業時間：16：00〜23：00
・テイクアウトメニュー：お弁当 800〜¥1,200
単品￥100〜
・最大注文数：昼 10 個以上で承ります。夜 50 個
・宅配：長門市内
※お食事を通じて、お客様に笑顔になってもらい
たいです♪

・所在地：東深川 1950-1
テイク
KAWAMURA テナント 1F
アウト
・TEL:27-0293
・定休日：第 1 日曜日、火曜日
・営業時間：18：00〜24：00（通常営業時）
11：00〜18：00（テイクアウト営業時）（予定）
・テイクアウトメニュー：￥320〜
・最大注文数：昼 50 個
・宅配：長門市内（可能な範囲）
※ながとのおいしいものが集まる、心地のいい
お店を目指しています。

・所在地：東深川 926-5

・TEL:22-2927

テイク
アウト

・定休日：無し
・営業時間：9：00〜20：00
・テイクアウトメニュー：弁当￥800〜
・最大注文数：注文数は電話にて対応させてい
ただきます。

・TEL:22-0231
・定休日：日曜日

テイク
アウト

・営業時間：8：30〜14：30
・テイクアウトメニュー：弁当各種
・最大注文数：昼 150 個
・宅配：長門市内

