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1 〇 - 双庵 042-533-3476
あきる野市秋川2-7-12

第三メゾン麗1Ｆ

静岡おでん盛り　950円、秋川牛すじ肉の煮込み　950円
だんべぇ汁　780円、カニクリームコロッケ　880円
下田さん家の豚肉西京焼き　1,280円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他メニューもあります。

11：30-19：00
不定休

（電話で確認）
https://www.facebook.com/52.soan 最終受け取り時間20：00

2 〇 - そば処　花がき 042-559-7081 あきる野市二宮608-3

肉汁うどん　800円、カレーうどん（つけ）800円
海老天丼　1,000円、イカ天丼　900円、そば屋のカツ丼　900円
天ぷら盛合せ（2人前）1,000円、舞茸の天ぷら　400円
揚げ餃子（6個）250円　　　　　※その他メニューございます。

11：30-15：00
（通常11：00-20：30）

月曜日・火曜日
（通常：火曜日）

Twitter（＠1v0CV8WvRY9lz7u）
『そば処　花がき』で検索！

※持ち帰り限定で営業中です。
１日も早い新型コロナウイルスの収束を
祈っております。

3 〇 -
石臼挽手打蕎麦

いぐさ
042-558-8590 あきる野市雨間673-4

生蕎麦（手打）2人前　1,700円（つゆ付）
東京軍鶏の焼き鳥　940円～
カツ丼　920円　等（税込み）

11：00-14：30
17：00-20：00土日のみ

水曜日・木曜日
Facebook　Instagram

蕎麦いぐさ　HP
https://soba-igusa.jimdofree.com/

東京軍鶏の親子丼（軍鶏丼）もテイ
クアウトできます。

4 〇 -
信州安曇野手打ちそば

たか瀬
042-519-5779 あきる野市山田508-6

生そば(つゆ付)￥700、カツ丼￥900
天ぷら盛合せ￥900、など各種持ち帰りできます。

11：30-15：00
17：00-21：00

自粛中は20：00まで

火曜日
インスタグラム

http://www.instagram.com/sobaya-
takase

時短営業中　5月6日まで(変更あり）
平日11：30-14：00
土日祝11：30-14：00　17：00-20：00

5 〇 〇
ぎょうざ　キッチン＆Café

つむぐ
042-595-5063 あきる野市雨間310-7

・日替り弁当　・とんかつ弁当　・しょうが焼き弁当
・からあげ弁当　・肉ぎょうざ弁当　…すべて税込み500円です。
肉ぎょうざ　550円（5個入り）、野菜ぎょうざ 450円（5個入り）

11：30-14：30 日曜日 フェイスブック　又は　ホームページ

当日AM9：30までにお電話いただけますと
12：00までにお届けします。10個を超える場
合は前日までにご予約いただけますと助か
ります。

6 〇 -
洋食キッチン

シオン
042-596-0300 あきる野市五日市857

特製ロースかつ￥972、特製ひれかつ￥1080
ハンバーグステーキ￥756、キチンソテー￥1,080
ポーク生姜焼￥864、オムライス￥810
スパゲッティナポリタン￥756、サルべニア￥1,166
ライス￥216（税込み）

11：00-20：00
（注文受付時間
11：00-19：00）

月曜日
（祝日の場合翌日）

http://www.kitchen-sion.com

7 〇 〇 音羽鮨 042-596-0009 あきる野市五日市50
チャーハン　720円（税込）、焼きそば（しょう油味）　720円（税込）
中華丼　880円（税込）、にぎり寿司　1,130円～（税込）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他、多数メニューあり

11：00-14：00
（13：40L.O.）
16：00-19：30
（19：00L.O.）

水曜日 http://otowasushi.com/

9：00より受付、デリバリーは今迄通り、五日
市地区のみ対応します。
インスタグラム、フェイスブック、ツイッター
あり

8 〇 - らじっく 0428-42-3172
あきる野市雨間709

クローカスK102

くじら唐揚げ弁当【550円】、くじら柔らかステーキ弁当【850円】
鮮魚弁当【700円】、赤肉刺し身用柵【400円/100グラム当】
自家製ベーコン１パック【400円】　※すべて税込

11：00-18：00 日曜、第２・第４水曜日 https://www.a-rajic.com/
お店の商品全てテイクアウト出来ます。
高タンパク低カロリー高鉄分と栄養に富
んだくじら肉で、滋養を付けて下さい！

9 〇 -
お米にこだわった弁当屋

ななかまど
042-519-9425 あきる野市引田455 日替り弁当、6～7種類のご用意　398円(税別)～520円程度 10：00-14：00 日曜日・祝日 https://nanakama.com

女性や高齢者様用に、ミニ弁当をご
用意しております。

10 〇 - 薪窯屋　ＹＯＳＨＩＺＯ 042-595-3885 あきる野市伊奈808-13
ピッツア・前菜
1,200円～2,000円

11：30-19：00 木曜日 https://www.pizza-yoshizo.com
薪の窯で焼き上げるナポリピッツア
のお店です。ぜひ「ヨシゾー」で検索
してみてください。

11

12 〇 - カフェモハベ 042-550-0766 あきる野市油平12
チーズバーガー（700円）、アボカドサルサバーガー（人気№1
750円）など、各種ハンバーガーをご用意しております。詳しく
はＨＰにてご覧ください。

11:30-15:00
17:00-20:00

第一水曜日・木曜日 www.cafemojave.net

ご注文をいただいてから作る、でき
たての料理です。お電話にてご注
文されますとスムーズにお渡しでき
ます。

13 〇 - 美花林 042-550-6680 あきる野市引田225
・特製弁当1,000円～
・単品メニュー800円～
・特製オードブル（5名様用）7,000円～

11：30-21：30
自粛中は17：00まで

月曜日・第三日曜日 https://facebook.com/meifarin

お弁当・オードブルは本格中国料理を詰め
込んだ、とてもお得なお料理です。当店人気
の黒酢すぶたも単品でご注文頂けます。詳
しくは当店フェイスブックをご覧下さい。

14 〇 - そば処　柳屋 042-596-0071 あきる野市舘谷218

・天せいろ 850円（季節のかきあげ、海老と季節の野菜の天
ぷら、どちらか１つお選びできます。）
・天丼 850円
※テイクアウトメニューは今後増える予定です。

11：00～14：00 月曜日、火曜日

ホームページ
http://a-yanagiya.com/

インスタグラム
https://instagram.com/ayanagiya/

テイクアウトは予約制になります。
朝（当日予約）8：00～9：30
午後（前日予約）14：00～16：00
※緊急事態宣言に伴い5/6まで休業中。

15 〇 - パンの家　あ・ら・もーど 042-550-6505 あきる野市秋川1-1-16
秋川牛カレーパン 200円　　あ・ら・もーどブラン 1斤 270円
とろけるクリームパン 200円　生食パン 1本 190円
明太フランス 290円　※全て税別です。

8：00～19：00 木曜日 http://alamode-pan.com/
焼きたて、揚げたて、作りたてが
モットーです。ご予約も受付致しま
す。
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16 〇 - KAI’s　BAL（カイズ バル） 042-518-7888
あきる野市秋川1-8
あきる野ルピア１F

・ピザ＆サラダ＆唐揚げのセット『パーティーセット』2,376円～3,024円
・ピザ単品各種972円～1,620円税込
・パスタ単品各種843円～1,059円税込　・クレープ各種
※詳細はHPの【テイクアウトメニュー】をご覧ください。

11：00～19：00 火曜日
（第2週のみ水曜日）

https://kais-bal.jp/

お電話、またはHP・ホットペッパーグル
メからご注文ください。ご希望の時間に
合わせてご用意いたします（お急ぎの場
合はお電話でご注文ください）

17 〇 〇 とんかつ伊奈八 042-596-2811 あきる野市伊奈1086
ロースかつ 1,200円～　ヒレかつ 1,400円～　ミックス 1,700円
とり唐揚げ 1,100円　※全て税込の値段です。
他、多数のメニューあります。

11：00～13：30
17：00～18：30

月曜日
国産牛肉にこだわり、真の美味しさを求
めて、日々努力しています。ボリューム
満点。ぜひご賞味下さい。

18 〇 - ㈲和風　潮 042-558-2312 あきる野市二宮1164
・鶏唐揚げとオムレツ　・鶏肉トマト煮込とエビカツ
・生姜焼とさば塩焼  　 ・煮魚とエビフライ     各800円（税込）

11：30～14：00
17：00～19：00

火曜日

ホームページ
https://ushio1164.wixsite.com/website

フェイスブック
https://ja-jp.facebook.com/wafu.ushio

お昼の注文は前日までに、夕方の注文
は当日昼までに事前注文して下さい。
（夏場はやらないつもりです）

19 〇 〇 炭火焼肉　らん 042-518-7510 あきる野市秋川2-7-8　１F
牛タン弁当　￥2,000
ハラミ、豚肩ロース、ビビンバ弁当 ￥1,000

通常
17：00～23：00

現在
12：00～20：00

なし
炭火焼肉にこだわったお弁当を販
売してます。

20 〇 〇 中華工房　盛龍飯店 042-558-7324 あきる野市秋川4-12-5
一品料理　850円～1,000円
御飯物　　 700円～850円
餃子等　　 450円～　　　　　　※全て税別の値段です。

11：00～14：30
17：00～19：00

水曜日
デリバリー：範囲あり、電話にて要確認
テイクアウト：ラーメン等・汁物は不可
電話のみの受付になります。

21 〇 〇 松寿司 042-558-9831 あきる野市野辺456

・にぎり寿司　並：1,200円　中：1,400円　上：1,600円
・チラシ寿司　並：1,200円　中：1,400円　上：1,700円
・うなわさ　　　　　1,000円
※テイクアウトの場合100円引きになります。

11：00～19：00 火曜日

22 〇 〇 麺処　ひみつ屋 042-519-9920 あきる野市伊奈1092

テイクアウト
あぶらーめん 880円　魚介あぶらーめん 990円　餃子 450円
出前
醤油・しおらーめん 各660円　豚骨らーめん 880円　※その他多数あり

月～土
11：00～14：00
17：00～19：55

年中無休
日曜・祝日の営業時間　11：00～19：55
ご注文は1,500円以上からお願いします

23 〇 〇
海と大地の旬

ひみつ屋　引田店
042-533-2911 あきる野市引田341-1-101

日替弁当 550円　焼肉弁当 800円　焼魚弁当 800円
しょうが焼弁当 800円　手羽先の唐揚1本 150円
もつ麦 500円　やまどり5本 500円　焼ソバ400円　※その他多数あり

11：00～19：55 年中無休

24 〇 - Kitchen car Yasu 080-3466-8824 あきる野市油平1-8
窯焼ピザのキッチンカー。マルゲリータ600円、檜原産まいた
け800円　他8種類程度

出店場所により
＊ＨＰ・ＳＮＳ確認

不定休
https://yasu-kitchen.jimdo.com
インスタグラム　kitchencaryasu
フェイスブック　Kitchen car Yasu

毎週火曜日イオンモール日の出（サクラ入
口）。第１・3木曜日檜原村役場向い。第2・4
木曜日いなげやあきる野北伊奈店。土日祝
日は秋川ファーマーズセンターなど。

25 〇 - ジョナサン秋川店 042-532-7013 あきる野市油平35
タンドリーチキン＆メキシカンピラフ949円、ハンバーグと海老
フライ弁当649円など多数とりそろえております。

8：00-20：00
テイクアウトは
10：30-19：00

年中無休 ジョナサン秋川店で検索して頂ければ幸いです。

只今割引クーポンなど色々特典がござ
います。ご利用をお待ち申しておりま
す。

26 〇 〇 OMUSUBIYAらんか 080-7940-9925 あきる野市秋川3-8-4
おむすび　140円（税込）～、カレーライス　480円　唐揚　60円
こども弁当　300円、各種お弁当　550円～

AM　6：00～
　　PM　8：00

月曜日 facebook
デリバリー
　　AM　11：00～12：00までの間
　　PM　  3:00～   7:00までの間

27 〇 〇 鉄板焼き　とんぼ 042-533-3494 あきる野市秋川2-6-11
ぶたのお好み焼き、オムライス
ぶたの焼きそば、ガーリックライス　など　各７００円（税
込）

12：00～19：00 月曜日
HP：tonnbo.jp/

SNS（インスタグラム）：tonbo_teppan
鉄板焼き　とんぼ

その他メニュー、アレルギーなどあ
ればご要望ください。

28 〇 - 中国料理　もうつぁると 042-550-9191
あきる野市秋川2-9-9

堤ビル1Ｆ

ピーマンと豚肉の細切り炒め900円・キャベツと豚肉のみそ炒め900
円・エビチリ1,300円・豚肉の黒こしょう炒め1,100円・ザージャー麺800
円・冷やし中華950円（季節限定）・五目あんかけ焼きそば830円・
チャーハン800円・エビ入り餃子430円・春まき450円

11：30～17：00
受付

水曜日

29 〇 - ラーメン大吉 042-559-1313 あきる野市草花1443-2

￥400-キャベツ餃子・大吉餃子　￥600-麺（しょうゆ、みそ、塩）
￥600-チャーハン・中華丼・麻婆丼　￥700-焼肉丼
￥700-麻婆豆腐・レバ炒め（野菜入り）・卵キクラゲ炒め・カニ
カマ（甘酢あん）

17：00-19：00 水曜日
麺類は、移動時間5分位で、来店してか
ら調理します。電話で予約を頂けると有
難いです。

30 ○ ○ 江戸一 042-559-1821 あきる野市秋川2-12-3
にぎり寿し1,000円～　ちらし寿し1,100円～
その他、多数のメニューあり。予約優先。

11：30-19：00 水曜日 『江戸一　秋川駅』で検索して下さい。
店内、配達、テイクアウト・・・お電話
予約優先です。※その他の詳細に
ついてはお電話にてご相談ください

テイクアウト＆デリバリー可能店舗リストテイクアウト＆デリバリー可能店舗リスト
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31 ○ ○ 黒茶屋 042-596-0129 あきる野市小中野167
季節のお弁当（予約制）1,500円や、出汁巻き玉子500円の他、
免疫力アップが期待される「根菜と茸のすーぷ1,200円」など、グ
ループ3店の料理長が中心となり毎日作成しています。

10：30-16：00 火曜日

黒茶屋HP
https://www.kurochaya.com
黒茶屋公式インスタグラム

https://www.kurochaya.com/instagram

5月8日（金）より、桧原街道沿いにある、黒
茶屋駐車場にて人気料理中心にドライブス
ルー方式のテイクアウト販売を行う。※デリ
バリーは、特製懐石弁当（3,000円、5,000円
のみ）

32 ○ - 居酒屋　ことぶき 042-595-0602 あきる野市伊奈886-16
焼き鳥、焼き魚（￥260～）
コロッケ、ハムカツ、とんかつ（￥300～）など
　　　　　　　　　　　　　　　　　その他いろいろあります。

11：30～14：00
17：00～20：00

月曜日
お弁当、オードブルなど御予算に合わ
せてお作りできます。お問い合わせ下さ
い。

33 ○ - すみやき家　串陣　秋川店 042-550-4855
あきる野市秋川2-6-10

田村ビル　１階
炭火串焼　90円～180円（税別）
串陣特製弁当　580円～（税別）、サイドメニュー　390円～

11：00～19：10 無し http://www.kushijin.com
・テイクアウト　11時～20時（L.O.19：30）
・店内営業　16時～20時（L.O.19：00）
※金土祝日 12時～20時（L.O.19：00）

34 〇 - 椀ものや　木のか 042-596-6077 あきる野市館谷台8
おうち八寸　楓1,620円（税込）　木のかのお出汁100円（税込）
おうち八寸　橘3,240円（税込）

15：00-18：00
お渡し要ご予約

水曜日
毎月26日他

ＨＰ
http://wanmonoyakonoka.com/

SNS  Facebook

季節の前菜・煮物・焼物等おうちご飯、おう
ち晩酌を楽しんで頂ける盛り込み料理で
す。お出汁はお好きな具材でお吸い物にし
たり、ご飯を出汁茶漬にしてお召し上がり下
さい。

35 〇 - 九州処　だいやめ　秋川駅前店 042-532-0120 あきる野秋川2-3-3
名物料理「牛もつ鍋」1,180円　「一口ギョーザ」490円
「からし蓮根」650円　が人気

16：00-20：00
テイクアウト営業

無し

Facebook
＠daiyame0601

Instagram
@daiyame814

36 〇 - 喫茶　mascocha 080-3403-7682 あきる野市伊奈884-15
パンケーキサンド各種　（あん・チョコ・マロン・カスタード）　￥350
カップデザート各種　（内容は週によって変更あり）　￥250
タピオカドリンク各種　（抹茶ミルク・こけももソーダ）　￥400　他

14:00-17:00 火曜日～金曜日

ホームページ
https://mascocha.jimdofree.com/

フェイスブック
www.facebook.com/mascocha

インスタグラム　kissa_mascocha

状況により営業日時・内容変更します。
保存料不使用につき当日中に召し上
がってください。

37 〇 - 鶏や　笹木 042-559-5050 あきる野市雨間327-2
地鶏棒1串200円・ジャークチキン1串150円
地鶏の親子丼・地鶏のつくね丼・地鶏丼　各800円

18：00-22：00 日曜日
期間限定特別価格
税込み価格です。

38 〇 〇 割烹　佐五兵衛 042-596-0445 あきる野市小中野130
特製「四季折松花堂弁当」3,400円（税込）　※予約制
「四季折弁当」1,800円（税込）　※予約制
ほうとう店でも、ほうとう各種テイクアウト出来ます。

11：30-16：00 月曜日
＊月曜日が祝日の場合翌日

ホームページ
https://www.sagohei.jp

フェイスブック
https://www.facebook.com/sagohei

特製弁当２種は数と地域によりデリ
バリー可。ほうとうは店頭でのテイク
アウトのみ。

39 〇 - ラ・ペコラネーラ 042-550-8872 あきる野市上代継213

ランチ   ：ペコラ弁当（パスタ）　680円　各種パスタ　680円～
　　　　　　マルゲリータ　1,000円
ディナー：夜弁　900円　各種パスタ　800円～
　　　　　　マルゲリータ　1,200円

11：30～14：00
17：30～21：00

第2火曜日、水曜日
インスタグラム

フェイスブック

ディナータイムなど店内メニューもテイク
アウト可能です。
早めに御注文頂ければ希望のお時間
に御用意します

40 〇 - うめや 042-596-1155 あきる野市五日市146
からあげ弁当　 　450円 生姜焼弁当　550円
ハンバーグ弁当　480円

9：00～17：00 月曜日
品物がなくなると営業時間前に閉め
る場合があります

41 〇 - 食事処　とりとんてっちゃん 042-533-2722 あきる野市雨間730-13

店内メニュー　すべてテイクアウトOK
600円：とんかつ、ひれカツ、チキンカツ、トリカラ、玉子キクラ
ゲ、肉野菜、しょうが焼、レバニラ
800円：エビチリ、ミックスフライ、ナポリタン

11：00～14；00
17：00～23：00

月曜日

42 〇 - すし屋の勘太郎 042-595-1794 あきる野市伊奈485-6
勘太郎　2,000円　特上　2,500円　うな重　3,000円（国産）
全て税抜価格

11：00～14：00
17：00～21：30

木曜日
https://ameblo.jp/sushiya-no-

kantarou/

43

44

45
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