
～ 出前対応可能の料理店を中心に掲載しております ～

○出前

※メニューは、一部のみの掲載となっております。詳しくは各店舗へお問い合わせ下さい。

レストラン

麺通舘 MEN'S CLUB

全メニューはこちら↑

住所 青葉町33番地
営業時間 昼10:30～14:30ラストオーダー

夜17:00～20:00ラストオーダー
定休日 年中無休
TEL 0152-22-2323

※出前は1,000円以上からになります。

○麺類
野菜塩・正油ラーメン

各味 780円
野菜味噌ラーメン 880円

○和食
カツ丼 980円
チャーハン 800円

○洋食
カツカレー 980円
オムライス 950円
カツミート 980円
とりカツサンド 800円
○セットメニュー
あいのりカツ丼 1,150円

居酒屋＆食事処

てんてんてまり
○お弁当
てまり弁当 780円
特製弁当 1,200円
そば弁当（竹）1,150円
おもてなし弁当1,800円
○定食
チキンカツ定食 920円
たまザンギ定食 950円

※1個の注文の場合は配達料100円を頂きます。

住所 本町41番地

出前時間 昼11:30～13:30
夜17:30～20:30

定休日 不定休

○丼物
親子丼 780円
豚丼 820円
カツ丼 920円
天丼 1,200円
海老天丼 1,700円

○その他
カレーライス 800円
ザンギカレー 1,100円

○オードブルも 5人前 1皿 5,500円より承ります。
※予算、内容など相談に応じます。

※カレールー・ご飯の大盛は150円増し

TEL 0152-23-4455

住所 港町15番地
営業時間 11:00～21:00
定休日 月曜日
TEL 0152-23-3080

しれとこ来々軒
○ラーメン
みそ・塩・正油ラーメン

味各種 700円
とんこつラーメン 750円
シナチクラーメン 750円
チャーシューメン

味各種 900円
野菜ラーメン

味各種 800円
バターラーメン

味各種 750円
ネギラーメン

味各種 750円

○おすすめメニュー
チャーハン(ｽｰﾌﾟ付) 700円
カレー 650円
ギョウザ（8個） 450円

※全品大盛 100円
※ラーメンは表記以外にもご
ざいます。

そば処

福住斜里店

住所 青葉町8番地
配達時間 昼11:00～13:00

夜17:00～18:30
定休日 火曜日
TEL 0152-23-0685

○温かいそば・うどん
天ぷら 1,100円
天かしわ 1,050円
親子 950円

○冷たいそば・うどん
えび天ざる 1,900円
ざる 750円

○セットメニュー
そばかつ丼 1,400円
そば天丼 1,300円

○丼物
天丼 1,200円
かつ丼 1,050円
親子丼 850円

○その他
大名弁当 2,200円
福住弁当 1,600円
ヒレカツ定食1,700円
カツカレー 1,200円

○宴会・法要・オードブル・弁当も承ります。
※予算内容などご相談ください。
※そばの大盛は200円増、ごはんの大盛は100円増

会社や休日にお昼でお困りの方へ

みんなでご飯を食べて
飲食店を応援しよう！



発行 斜里町商工会青年部 TEL : 0152-23-2185

「斜里町商工会青年部 飲食店応援企画」と銘打って新型コロナウイルス感染症の影響で来客数が減少して
いると言われている飲食業界を応援しています。商工会員の料理店のうち出前対応可能な料理店を中心に掲
載しております。

○お弁当
ガーデンハウス

藤苑

住所 光陽町69
営業時間 9:00～17:00
定休日 不定休
TEL 0152-23-2035

仕出し弁当
仕出しオードブル承ります。
値段数量ご相談下さい。

○飲食店 ～ ご家族でのご利用はいかがでしょうか？
（店名、住所、電話番号、定休日、営業時間）

○テイクアウトは対応しておりませんがご来店お待ちしております！
・小野寺食堂、港町15、23-2477、不定休、11:30～18:00
・味覚園斜里店、本町28、23-0829、月曜日、17:00～22:00
・喫茶亜里州、本町24、23-2231、日曜日、11:00～14:00
・焼肉工房くりから、豊倉51、23-3088、水曜日、17:00～22:30
・居酒屋いた吉、本町19、23-5253、月・火曜日、17:30～22:30ラストオーダー
・珍満、本町38、23-5100、水曜日、11:00～不定
【順不同】

そうざい工房

しゃり弁

住所 文光町50
営業時間 10:30～17:00
定休日 日曜日
TEL 0152-23-2507

仕出し弁当・宅配弁当・宅配ピザ
オードブル承ります。

○メニュー
幕の内弁当 620円
ハンバーグ弁当 570円
カツカレー 670円
のり弁 430円

※ごはん大盛り 50円UP
※お買い上げ価格1,000円以上より配達致します。

ラ・ポアール
日替わり弁当680円で販売しております。
オードブル要予約、ご連絡下さい。
住所 文光町34
販売時間 12:00～14:00
定休日 日曜日
TEL 0152-23-4630

※18:00～22:00の間、店舗営業も行って
おります。

え蔵屋
弁当各種500円より配達承ります。

住所 光陽町38
配達時間 8:00～17:00
定休日 不定休
TEL 0152-23-4688

喫茶

エクセル
お弁当配達、テイクアウト承ります。

住所 本町37
販売時間 11:00～21:00
TEL 0152-23-5781

※お住いの地域によって配達非対応の
場合がございます。お問い合わせ下さい。

しれとこ里味

住所 新光町64
営業時間 昼11:00～14:30

夜16:30～20:30
(月・木曜日は14:00で営業終了)

TEL 0152-23-2220

仕出し弁当・オードブル承ります。
ご連絡下さい。
期間限定メニュー
ミニ丼とミニそばセット
4月中旬まで延長しております。

ごはん亭
お弁当テイクアウト
仕出し弁当オードブル承ります。

※会社関係に限り配達できます。

住所 文光町49
販売時間 9:00～19:30
定休日 火曜日
TEL 0152-23-0800

○テイクアウト対応可（メニューの一部に限られる場合があります、詳しくはお問い合わせ下さい｡）
・La Campanella、港町1、23-7777、日曜日、昼11:30～14:00、夜17:30～23:00
・車馬道、港町1、23-6700、不定休、17:00～23:00
・熊湖、港町1、23-5901、不定休、昼11:00～、夜17:00～
（3月27日金曜日からテイクアウト対応開始）

・寿し勝利、港町14、23-5787、月曜日、12:00～22:00
・すし善、本町41、23-6544、月曜日、17:00～21：30ラストオーダー
・海鮮居酒屋北鮮、本町28、23-4436、火曜日、17:00～
・知床ごんた村豊倉店、豊倉51、23-3036、火曜日、昼11:00～14:00、夜17:00～19:00
・すし天ぷら しばた、豊倉50、23-3814、昼は要問合せ、夜17:30～22：00
・green`s café、文光町50、23-2701、日曜日、10:30～17:00


