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　 三代目　大昌園

妙高市大崎町 3-10

Tel 0255-85-1017

不定休

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

ケータリング可能

オードブル

5000 円～

オードブル

5000 円～
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　とん汁の店　たちばな

妙高市栗原 2-3-10

Tel 0255-72-2450

Fax 0255-75-0007

10:00 ～19:00（月曜定休　※祝日は営業）

注文方法　電話か Fax

5人前以上の場合、事前の予約必須

大口注文の場合、宅配可能

とん汁

730 円

とん汁

730 円

※容器が必要な場合、
　別途料金を頂戴致します。
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道の駅あらい敷地内

Tel 0255-70-5544

9:00 ～18:00 (元日定休 )

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

寿司詰め合わせ
1500 円（大）
寿司詰め合わせ
1500 円（大）

1000 円（小）1000 円（小）

　ラーメン翔　道の駅新井店

Tel 0255-72-0343
火曜～土曜11:00 ～ 24:00（LO.23:30）

日曜・祝日11:00 ～ 22:00（LO.21:30）

　　　　　（月曜定休　祝日は営業）

注文方法　電話のみ対応

予約不要

出前・宅配・ケータリングは不可

ラーメン屋さんの
チャーシューハンバーガー

700 円

ラーメン屋さんの
チャーシューハンバーガー

700 円

きときと寿し あらい道の駅店

Tel 0255-70-6680
11:00 ～ 21:00（LO.20:45）

※平日のみ15:00 ～16:00 の間、休み

注文方法　電話のみ

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

並 3人前

3888 円

並 3人前

3888 円

1～5人前のセット承ります。

（LO.14:45）

特厚チャーシュー炙り焼き！
名物タレカツ丼もどうぞ！

充実の品揃え！充実の品揃え！

※店舗によっては掲載されている商品のほかにもメニューがございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。※店舗によっては掲載されている商品のほかにもメニューがございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

※営業時間が変更となっている場合がありますので、詳しくは各店舗へお問い合わせください。
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　手打ちそば　平丸

事前の予約必須

出前可能

　軽食喫茶　クリエ

11:00 ～15:00　（土、日曜、祝日定休）

注文方法　電話、Fax対応（9:00 ～16:00）

事前の予約必須（3日前）

出前・宅配・ケータリングは不可

いきいきプラザ内

カレーらいす

550 円

カレーらいす

550 円

妙高市中町4-16 いきいきプラザ

天ざるそば 1000 円天ざるそば 1000 円

山菜お惣菜・天ぷら等
お持ち帰りできます。

ガラスープで作るカレー！
やきそばもどうぞ！
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　新駒寿し

妙高市中町 6-11

Tel 0255-72-4181

11:30 ～ 21:00（日曜定休）

注文方法　電話のみ対応

予約不要

出前可能

にぎり寿し

1100 円～

にぎり寿し

1100 円～

巻寿し（700 円～）も
承ります。
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妙高市栗原 4-7-11

Tel 0255-70-0139

11:00 ～ 20:00(定休日なし)

注文方法　電話か店頭

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

サーロインステーキ弁当
1393 円
サーロインステーキ弁当
1393 円

のり弁当（529円）他、
各種、承ります。
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　割烹かんざし

妙高市東雲町 4-2

Tel 0255-72-3007

12:00 ～13:00、17:00 ～21:30（日曜定休）

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは要相談

特製ソースかつ丼特製ソースかつ丼

500 円500 円

だし巻卵、串かつ
各種弁当も承ります。
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神の宮温泉　かわら亭

妙高市大字神宮寺 31-3

Tel 0255-72-7307

9:30 ～ 21:30（不定休）

注文方法　電話のみ対応

3日前までの予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

仕出しメニューの法要箱膳－景虎－仕出しメニューの法要箱膳－景虎－

5400 円5400 円

※テイクアウト可能時間
　11:00 ～ 20:00
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　松茶屋

妙高市柳井田町 4-11-23

Tel 0255-72-6060

10:30 ～20:30（水曜定休）

注文方法　電話か店頭

予約なしでも対応可能

出前・宅配・ケータリングは不可

もつ炒め

650 円

もつ炒め

650 円

もつ煮（600 円）他、
各種、承ります。

1

オードブル

3000 円～

オードブル

3000 円～

　和彩酒膳　桜庵

妙高市柳井田町 2-8-23

Tel・Fax 0255-78-7230

17:30 ～ 23:00 (日曜定休 )

注文方法　電話・Fax・フェイスブックのメッセンジャー

2日前までの予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可
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単品（500 円～）も承ります。

問合せ：新井商工会議所　Tel 0255-72-2425

新潟県地域振興推進事業　協力：妙高市

問合せ：新井商工会議所　Tel 0255-72-2425

新潟県地域振興推進事業　協力：妙高市

　かねこや

妙高市小出雲 1-2-4

Tel 0255-72-2091
8:30 ～18:20（日曜定休）

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

（土曜は予約制となります。

        当日注文も可能です。）

出前・宅配・ケータリングは不可

ワンコインぐるめ海鮮丼

500 円

ワンコインぐるめ海鮮丼

500 円

※毎週水、土曜販売
　販売時間
　（10:30 ～12:30）
　（15:00 ～17:30）
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　天空

妙高市高柳 1-14-15

Tel 0255-72-9565

11:30 ～13:30　17:30 ～ 21:00（月曜定休）

注文方法　電話でのみ対応

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

※商品一つにつき
　容器代40 円を
　別途頂戴致します。

天空らーめん

766 円

天空らーめん

766 円
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スゥイーツ工房くみ

妙高市白山町 3-8-7

Tel 0255-77-4715

不定休

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

宅配可能

玄米シフォンケーキ
（よもぎ餡入り）
玄米シフォンケーキ

（よもぎ餡入り）

※商品の中には最低注文数がございます。
詳しくはお電話でご確認下さい。

揚パン（250 円）もどうぞ！

カップ 300 円
ホール1100 円
カップ 300 円
ホール1100 円
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　江戸八寿し

妙高市東雲町 6-13

Tel 0255-72-0202

日曜定休

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

出前可能

お子様寿司
（中学生以下）
お子様寿司
（中学生以下）

800 円800 円

11

上寿司（1944 円）も承ります。

　 瓢家（ひさごや）

妙高市栄町 1-22

Tel 0255-72-2027

不定休

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須（2日前までに）

出前・宅配・ケータリングは不可

お弁当

1000 円

お弁当

1000 円

※一部内容を変更する場合があります。
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　ふくろう

妙高市姫川原 399-1

Tel 0255-72-8576

17:30 ～ 23:00 （月曜定休 )

注文方法　電話のみ対応

当日、午前中までの予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可
店の単品メニューが
お持ち帰り出来ます。

単品おつまみメニュー

462 円～

単品おつまみメニュー

462 円～
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　りらく庵

妙高市石塚町 2丁目20-10

Tel・Fax 0255-72-4785

9:00 ～17:00 （日曜定休 )

注文方法　電話か Fax

当日の 30 分前までに予約必須

出前・宅配可能
数種選べる日替弁当　
メニュー　オール500円！

500 円500 円

トロトロブタスジ丼トロトロブタスジ丼 24

　パブレスト葵

Tel　0255-75-2039

11:00 ～17:00 （月曜定休 )

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

餃子・かつ丼等（容器有）
お持ち帰りできます。

もつ煮込み

700 円

もつ煮込み

700 円
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　食処　一富

妙高市末広町 1-3

Tel 0255-72-6668

11:00 ～ 22:00 (水曜定休 )

注文方法　電話のみ対応

事前の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可

とりから弁当

650 円

とりから弁当

650 円

牛肉たっぷりカレー弁当、
丼物他、各種承ります！
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　住人十色

妙高市中町 4-20

Tel 0255-78-7873

12:30 ～ 20:00 (木曜定休 )

注文方法　電話のみ対応

当日の予約必須

出前・宅配・ケータリングは不可
他メニューは店頭のチラシを
お持ちください

10焼き小籠包焼き小籠包

720 円720 円

お刺身盛り合わせ
（3240 円）も承ります。

　サンライズ

9:00 ～18:00 (定休なし)

注文方法　電話か Fax

3日前までに予約必須

出前可能

刺身入オードブル

3240 円

刺身入オードブル

3240 円
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　 寿司割烹やまと

妙高市東雲町 1-6

Tel 0255-72-3939 

Fax 0255-72-2148

不定休

注文方法　電話か FAX

事前の予約必須

出前可能

天丼

830 円～

天丼

830 円～
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寿司（1200 円～）も承ります。

※商品は全て税込価格です。

※市のプレミアム商品券もお使いいただけます！

「テイクアウト上越妙高」

（＃上越妙高エール飯）とも連動

上越妙高タクシーデリバリー（タクデリ）

ご利用の流れ

左のQRコードで対応店舗、メニューを確認。①Webで確認

②お店に電話注文

③受け取り

注文内容、お届先情報、タクデリ希望
とお伝えください。

ドライバーがご自宅まで料理をお届けします。
料理代金 + 配達料をお支払いください。

以降1kmごとに
200 円が加算されます。

配達料金

3kmまで500 円（税込）

地元タクシーが飲食店のテイクアウトメニューをご自宅まで配達！

※3,000 円以上の注文からご利用が可能です。詳しくは各店舗へお問い合わせください。


