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外出を控えている市民のみなさまへ 

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くのみなさまが職場

やご友人との宴席、ご家族での外食を控えていらっしゃるので

はないでしょうか？もちろん、感染拡大をさせない為には大切

な事…今はお店で楽しむ事は出来なくても、お店の味をお持ち

帰り頂き、職場やご自宅で楽しみませんか？ 

コロナが終息した際には、お持ち帰りの出来ないメニューと楽

しいひと時を味わいに来てください。 

 
 

 カツ丼        ９００円 

 カツカレー      ９５０円 

 しょうが焼き弁当   ９５０円 

 ヒレ＆ロースカツ弁当  ９５０円 

ドライブイン オアシス 
新生40-53  / ☎ 24-5882   

○休 不定休 

営業○┗  11:00~20:00 

   （LO19:15） 

予約○┗  10:30~18:15 

配達：なし 

 
 

 海鮮丼        ５００円 

 天 丼        ９００円 

 ヒレカツ弁当     ９５０円 

 カレーライス（水曜日限定）５００円 
    ※容器持参の方 ルーのみ ３００円 

味処 あづま 
本町5丁目  / ☎ 23-3049  / ○休 第4日曜 

営業○┗  11:00~19:00 

予約○┗  11:00~19:00 

配達：なし 

※麺類以外の日替わりランチ 

 もテイクアウトできます。 

 
 

 天 丼       ９５０円 

 天ぷら      １２００円 

 ポークチャップ  １２００円 

 串揚げ（６本）  １２００円 

多古富 
幸町6丁目3-11 / ☎ 24-2213  

○休 月曜日 

営業○┗  16:00~21:00 

予約○┗  16:00~20:00 

配達：なし 

 

 

 

 

 ホタテカレー      １０００円 

 カツカレー        １０００円 

 ３００円 

 おまかせ弁当     １０８０円 

キッチン しま 
潮見町1丁目4-3 紋別市民会館内 
☎ 23-4311  / ○休 日・祝日 
営業○┗  11:30~13:30 
予約○┗  9:00~11:00 
    /13:00~15:00 
配達：なし 

※前日までの要予約 

（お弁当は３日前までに予約・５個以上）  

 

※店内が混雑する時間帯はお断り 

 する場合もあります。 

 からあげ定食    ８８０円 

 生姜焼き定食    ９３０円 

 カツライス    １４００円 

 カツ丼       ８８０円 

     ※定食のみ味噌汁付 

レストラン みうら 
本町1丁目2-23 / ☎ 23-2294/ ○休 月・日曜 

営業○┗  昼 11:00~14:30 

    夜 17:00~19:30 

予約○┗  昼 11:00~14:00 

    夜 17:00~19:00 

配達：なし 
 

 
 

 ハンバーグ定食   １２００円 

 焼肉定食      １０５０円 

 かつ定食      １０５０円 

 ミックスフライ定食 １２５０円 

カフェレストラン かど 
北浜町2丁目8-30 / ☎ 24-5187 / ○休 日曜 

営業○┗  昼 11:00~15:00 

    夜 17:00~20:00 

予約○┗  昼 11:00~14:45 

    夜 17:00~19:45 

配達：あり 

 

料理は全て当ホテルの手作りの味に
こだわっています！ 

９００円 

ハンバーグ弁当      １０００円 

銀鱈西京焼弁当    １２００円  
 ※この他にも、ご予算に応じたお弁当や仕出し 

  料理もご用意できます。 

紋別セントラルホテル 
港町7丁目1-28  / ☎ 23-3111  / ○休 なし 
営業○┗  昼 11:30~13:00 / 夜 17:00~20:30 
予約○┗   
     

配達：なし 
※お弁当の受け渡しはホテル 
のフロントにて承ります。 

 

 

 

 

６６０円 

重さん特製シリーズ（冷凍） 
 味付け豚成吉思汗       １０００円 

 ８００円 

旬肴菜焼肉酒場 あいうえお 
本町6丁目  / ☎ 24-4145  / ○休 日曜 

営業○┗  17:30~22:30 

予約○┗  14:30~20:00 

配達：なし 

※前日までの要予約 

 
 

 日替わり弁当   ７００円 

 ザンギ弁当    ７００円 

 サンドイッチ   ５８０円～ 
 ※基本的には当日ＯＫ 

 ※10個以上のまとまった注文は前日予約 

ｃａｆｅ ｍ‘ｓ本舗 
花園町1丁目1-6 / ☎ 080-1882-3720 
○休 不定休 
営業○┗  11:00~ 
     
予約○┗   
     

配達：なし 

 

※テイクアウトには、スープ、 
 デザートは付きません。 

 

 ロコモコ丼     ７５０円 

 オムライス     ５５０円 

 トンテキ丼     ８００円 

 ねぎ塩チキン丼   ６５０円 

ｃａｆｅ ｐｌｕｓＡ 
元紋別7  / ☎ 28-6255  / ○休 第2･第5水曜 
通常営業○┗  7:30~21:00 
  〃  予約○┗  10:30~20:00 
※現在短縮営業  8:00~20:00 
※短縮時予約○┗  10:30~19:30 

配達：なし 
※注文から10～30分程お時 
 間を頂く場合があります。 

 
 

 ホタテチャーハン  ９６０円 

 カニチャーハン   ９６０円 

 Ｍｉｘサンド    ７２０円 

 玉子サンド     ６９０円 
             ※それぞれサラダ付 

喫茶 まりーさんの木 
落石町5丁目36-12 / ☎ 23-1511  

○休 日曜 

営業○┗  9:00~17:00 

予約○┗  9:00~16:30 

配達：なし 

 
 

勢の広島お好み焼き 

 豚 玉       ７００円 

 エビいかミックス玉 ８００円 
※青のりとマヨネーズはご要望により。 
 ご注文時にお申し付けください。 

日本酒BAR 勢 
本町6丁目1-25 / ☎ 080-5585-2219 
○休 不定休 
受渡○┗  昼 11:00~13:00 
    夜 19:30~25:00 
予約○┗  10:30~12:30 
    ※夜受渡分も上記 
配達：なし 



  

  
 

 海 鮮 丼     ２１００円 

 上生寿司     ２１００円 

 並生寿司     １１００円 

 唐 揚 げ      ８００円 
（※税抜価格） 

勘寿司 
幸町6丁目1-14 /☎ 23-0044 / ○休 水曜 

営業○┗  11:00~23:00 

予約○┗  11:00~21:00 

配達：あり 

※法要弁当（4500円） 

も承ります。 

 
 

 幕の内弁当（松）  １５００円 

 幕の内弁当（竹）   ９８０円 

 オードブル ５０００円 

         （※税抜価格） 

紋別プリンスホテル 
本町7丁目3-26 /☎ 23-5411 /○休 なし 

営業○┗  11:00~18:00 

予約○┗  前日までの予約 

配達：5個以上の注文 

※前日までの要予約 

 
 

 からあげ（若鳥）  ９５０円 
 

 ※店舗で新たに定食はじめます。 

 メインは「からあげ（若鳥）」と 

 焼魚から選択。 

居酒屋ばんちゃん 
本町5丁目/☎ 23-5158/○休 無休（不定） 

営業○┗  18:00~23:00 

予約○┗  16:00~23:00 

配達：なし 

 

   
 

 釜めし弁当

        ・・・ 各種１３００円 

 釜めしのみ       各種 ９００円 

 出汁巻サンドイッチ弁当７００円  

海鮮遊食Ｒｉｎ ・ 明酔 
幸町6丁目  / Rin ☎ 24-9877 

明酔 ☎ 24-5633  /  ○休 日曜（両店共通） 
営業○┗  17:00~23:00 
予約○┗  前日営業時間 

配達：あり(市内近郊 
    2,000円以上) 

※前日までの要予約 

 
 

  

 ザンギ弁当     ５００円 

 巻物・いなり弁当  ５００円 

 海 鮮 丼      ９７０円 
      ※それぞれインスタントの味噌汁付 

政寿司 
幸町6丁目2-8 / ☎ 23-2695 / ○休 火曜 

営業○┗  11:30~13:30 

予約○┗  11:30~13:30 

配達：なし 

※前日までの要予約 

 

※５/６まで、テイクアウトは17:00 
 までの予約 

 

おまかせパスタ １０００円 

ピザ １４００円 

オードブル（３～４人前・前日までの予約） 

６０００円と８０００円の２種類 

dining cafe quattro 
本町5丁目2-23 / ☎ 24-9106 / ○休 日曜 
営業○┗  昼 11:00~14:00 
    / 夜 17:30~22:00 
予約○┗  昼 11:30~13:30 
    / 夜 17:30~21:30 
配達：なし 
※オードブルは前日までの予約 

 
 

 ハンバーグ弁当  １０００円 

 魚介フライ弁当  １０００円 

 牛ステーキ弁当  ２５００円 
 ※ご予算に応じてオードブルもお作り 
  致します。 

レストラン ネーフ 
本町6丁目4-10 / ☎ 23-1705  / ○休 不定休 

営業○┗  昼 11:30~14:00 

    夜 17:30~21:00 

予約○┗  10:00~21:00 

配達：あり 

 

  
 

 

 熟成つぼサガリ   ９２０円 

 牛カルビ      ９００円 

 牛サガリ      ７５０円 

 牛ホルモン     ６００円 
（※税抜価格） 

焼肉の里 なんしる 
幸町5丁目2-21 /☎ 23-1529 / ○休  火曜 

営業○┗  17:30~21:30 

予約○┗  16:00~ 

配達：なし 
※この他のお肉もご用意で 
 きます。ご注文時にお聞 
 きください。 

 
 

 マルゲリータ    １８００円 

 ３種のチーズと野菜のピザ 

          ２０００円 
  

※ピザは当日の13:00～19:00まで対応可能 

BAR ＲＡＵＭ 
本町7丁目1-5 / ☎ 24-2771 / ○休 不定休 

営業○┗  18:00~24:00 

予約○┗  前日18:00 
      ~24:00 

配達：なし 

※当面テイクアウトのみの営業 

 となります。 
 

 ※テイクアウト営業期間限定 

 特選海鮮丼      ９７２円 

 秘伝たれカツ丼    ８１０円 

 手巻き寿司セット  ３２４０円 
 （おうちで楽しめる並３人前） 

海転寿し 満てん 
花園町2丁目3-5 / ☎ 28-5885 

○休  不定休 

営業○┗  11:00~18:30 

予約○┗  10:00~18:00 

配達：なし 

 
 

 ザンギ        ８００円 

 寿司盛り合わせ(上) ２１８０円 

 生ちらし(並)    １４８０円 

 カツ丼        ８８０円 
   ※その他、丼もの等の大盛りは１５０円増 

寿司処 みらく 
本町6丁目  /  ☎ 28-8820 / ○休 月曜 
営業○┗  昼 11:00~14:00／夜17:30~22:00 
予約○┗  昼 10:00~13:30／夜16:30~19:30 

配達：あり（2000円以上） 

混雑時はお時間がかかる場合 
もありますので、お早めのご注 
文をおすすめいたします。 

 
 

 あんかけ焼そば    ８９６円 

 チャーハン      ７５６円 

 唐揚げ（５個）       ４７５円 

 手作りギョーザ（７個） ４５３円 

味の時計台 紋別店 
渚滑町元新1丁目151-19 / ☎ 27-4556 

○休  なし 

営業○┗  11:00~21:00 

予約○┗  11:30~20:30 

配達：なし 

 
 

 ヒレカツ弁当（小） １３８２円 

 エビヒレカツ弁当  １４９０円 

 ロースかつ弁当   １４９０円 

 春限定 １３８２円 

とんかつ・和食 ふたば亭 
花園町３丁目イオン紋別店内 

☎ 24-4251 / ○休 なし 

営業○┗  11:00~20:00 

○┗  11:30~19:30 

配達：あり 

 

 ※前日までに予約 
 

 しょうが焼弁当   ７００円 

 ハンバーグ弁当   ７００円 

 カツカレー     ７５０円 

 豚 丼       ７００円 

喜多牧場直販ショップ 

      みるとんハウス 
上渚滑町上東198 / ☎ 25-2900 

○休 火曜 

営業○┗  10:00~16:30 

予約○┗  前日10:00~16:30 

配達：なし 

 
 

 

 ハンバーガー各種   ４３０円～ 

 ＨＯＴＤＯＧ各種   ４００円～ 

 バッファローウィング   ５５０円 

 ※ポテトフライＳＥＴ ＋１５０円 

DINER GIBSON  
本町4丁目2-12 
☎ 050-1251-3819 
○休  水曜 
営業○┗  11:00~19:00 

（金土24:00まで） 
予約○┗  11:00~18:00 
配達：なし 


