
●チラシの内容は令和３年９月１日現在のものです。
●季節による価格変動、流通量の増減などにより価格、メ二ュー共に
予告なく変更・取りやめする場合がございます。あらかじめご容赦
ください。
●通常の営業をしながらテイクアウトを行なっているお店がほとんど
です。テイクアウトご利用の際は事前にご連絡いただきますと受け
渡しがスムーズです。
●お料理はお早めにお召し上がりください。
●表示価格は税込価格となっております。（軽減税率 8％）
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感染症対策を十分にしております。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせは
各店に

お願いします。

アウト

《掲載店舗》

メニュー

さくほのうまいもんさくほのうまいもんさくほのうまいもんさくほのうまいもんさくほのうまいもんさくほのうまいもん
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佐久穂町商工会



アルペンローズ
シーフードの塩味スパ

高野町464-2
定休日／月曜日☎86-5810

https://alpen-rose.jp/
《受付時間》10:30~16:00  17:00~20:00
《お渡し時間》11:15~15:00  17:45~20:15

◦モッツァレラとなすのミートソーススパ･1,026円
◦明太カルボナーラ････････ 1,134円
◦カツカレー･･････････････ 1,026円
◦ハンバーグステーキ･･････ 1,026円
◦スパゲティグラタン各種･････ 1,080円
◦カレードリア・ドリア各種････972円
◦４種チーズピザ････････････896円
◦しめじとベーコンサラダ･････918円

季節の食材を使ったメニューや
毎月変わるフェアも人気です。
テイクアウトメニューもサラダから、
パスタ、カレー、ピザ、肉料理
等メニューも豊富に取りそろえて
おりますので、是非御注文をお
待ちしています。

シーフードの塩味スパ
……1,026円 出前

OK!

お届けします!

和食いろは

高野町619
定休日／月曜日（不定休）☎86-2168

《受付時間》9:00~18:00
《お渡し時間》11:30~14:00 17:00~19:00

会席弁当
特上うな重
（時価）※要予約

祝事、法事などの折弁当
◦2,160円･･◦3,240円
◦4,320円･･◦5,400円～

お料理の内容、お値段など
お気軽にご相談下さい！
※ご注文は3日前までに

お願いします。

会席弁当おまかせ弁当
出前
OK!

お届けします!

※佐久穂町内は3,000円以上お買上げで
　無料配達します。前日までに御予約ください。

高野町 466-1
定休日／火曜日、月 1回の水曜日☎86-2465

おまかせ弁当 1,000円
（おまかせ弁当･900円～ 2,000円

･※ご予算に応じて対応します）

◦チキン南蛮弁当　　900円
◦バターチキンカレー　　864円
◦ソースチキンかつ丼　　864円
◦パスタ各種･972～1,404円

お弁当、お惣菜、パスタ、ピッツァ
など品数豊富に取り揃えてお
ります。店内営業もしています
ので、必ず事前に電話注文を
お願いいたします。

まちのごはん屋さん

キッチンえみゅー
https://kitchen-emu.com

《受付時間》9:00~19:00
《お渡し時間》11:00~15:00/17:00~20:00

平林94-3
定休日／
火曜日、第 3水曜日☎88-6643

《受付時間・お渡し時間》
　11:00~15:00

お土産そば
（生そば2人前・つゆ付き）

1,620円

100％佐久穂町産の
信州ひすいそばを
毎朝手打ちしています。

魂がこもった
自慢の十割そばを

ご自宅でもお楽しみください。

ひすいそば専門店 かわせみ
お土産そば和牛サーロイン焼肉重

焼肉　竜

高野町511-1
定休日／月曜日☎88-7569

《受付時間》11:00~17:00
《お渡し時間》10:30~12:00 16:30~18:00

和牛サーロイン
焼肉重
2,980円

和牛サーロインを
150ｇ使用。

〝間違いない美味さ〟
一度ご賞味ください！！

仲好食堂
チャーハン

高野町2937
定休日／毎月１日、11日、21日☎86-2133

《受付時間・お渡し時間》11:00~21:00
※まずはお電話でお問合せください。

チャーハン
650円

本当はラーメンが自慢
なのでラーメンをチラシに
載せたかった…と店主。
今回はテイクアウト

ということで「チャーハン」
のご提案です。

【営業日時】　イートイン　：火・水・土  11:30～15:00
　　　　　　テイクアウト ：金  11～13時／16～19時
＊テイクアウトは金曜日のみ対応、上記は受取り可能時間です。
＊テイクアウトはホームページより、木曜日の 15時までにご注文下さい。

カレー屋ヒゲめがね
https://higemeganecurry.com/　高野町2950-8　

パキスタンカレー

いずれも◦ライス付き 900円
◦ソースのみ 700円

＊ソースのみは冷蔵状態でジップロック等
　に入れてのお渡しになります。

元ハウス食品のスパイスマスターが
始めたスパイスカレー専門店です。

巧みなスパイス使いで、
食べてスッキリ、内から力が湧き出る、
そんな唯一無二のカレーをお届けします。

WEB

パキスタンカレー　★★★★☆
スパイスキーマカレー　★★☆☆☆
バターチキンカレー　★☆☆☆☆

（★は辛さ目安）
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出前
OK!

お届けします!

甲の池
焼鳥

高野町2936
定休日／毎月 16日（不定休）☎86-2130

《受付時間・お渡し時間》11:00~20:00

焼鳥１本 100円

ネギ間ならぬ「ピーマン間」
は鶏肉とピーマンの絶妙な
ハーモニー♪これならピー
マンが苦手な方もおいしく
食べられるかも！？

とり丼･………･800円
かつ丼（ソース、卵とじ）

　　……･800円
からあげ定食･…･800円

焼鳥いこい
焼鳥

海瀬1035-3
定休日／日曜日☎86-1510

《受付時間》13:00~21:00
《お渡し時間》17:00~21:30

焼鳥（もも、かしら等 9種類）
１本130円

ほとんど国産肉を使い、
店で調理し刺しています。
おいしいですよ～♪♫

◦もつ煮　　　　430円
◦焼物（軟骨、椎茸、シシトウ）

1 本 160円
◦牛網焼き、ホタテ

･1本 300円
その他･焼鳥丼、焼きおにぎり、
山菜ピラフ、キムチうどん他あります！！

吉乃寿司
味噌カツ弁当

高野町2923
定休日／日曜日☎86-2301

《受付時間》11:30~20:00
※恐れ入りますが、お電話で予約をお願いいたします。

味噌カツ弁当
 800円

昨年、開業 60 周年を迎え
た東町商店街の老舗です。
甘いみそだれを使ったかつ
丼は、本場名古屋にも負け
ない自信の一杯です。

唐揚げ弁当･･700円
助六弁当　･･700円

その他お寿司あります 出前
OK!

お届けします!

ピザポスト
ジャーマン

畑3792-1
定休日／月曜日☎88-3900

《受付時間・お渡し時間》11:00~19:00

信濃（野沢菜+ツナ+マヨネーズ）
M:1,620円　L:2,700円

生地から手作り、
焼きたてピザです！！

◦ジャーマン（ポテト+サラミ+マヨネーズ）
M:1,510円･L:2,270円

◦オモチ（コーン+シソ+オモチ）
M:1,620円･L:2,700円

◦グラタンピザ　
M:1,730円･L:2,910円

長栄軒
餃子

高野町2916　定休日／月曜日　
※この他に不定休がある為
　お電話にてお問合せください。☎86-3119

《受付時間》11:00~19:00　《お渡し時間》11:30~19:30

餃 子 
１人前  500円

長栄軒と言ったら餃子を
思い浮かべる方が多いの
ではないでしょうか？
日常の食卓に「もう一品」、
また晩酌のお供にも♪

お食事処 しらかば
しらかば店主の気まぐれ弁当

畑3578-9
定休日／なし☎77-7890

（※引き取り希望日当日の御注文は午前 11:00までにご予約ください）

《受付時間》10:00~14:00　16:00~21:00
《お渡し時間》11:30~14:00　17:00~21:00

ボリューム満点！
しらかば店主の
気まぐれ弁当

1,000円

食材は文字通り
「店主の気まぐれ！」
日によって変わる場合が

ございますがご容赦ください。
事前にお電話にてご注文を

お願いします。

串かつ真
串かつ（牛肉）

海瀬1046-1
定休日／月曜日☎86-0948

《受付時間》17:00~19:00
《お渡し時間》17:30~20:00

串かつ（牛肉）108円

大阪の味をご家庭でも。
秘伝のソースもついてます。

◦串かつ･･････････ 108円
◦とんかつ････････ 108円
◦うずらたまご･････ 130円
◦チーズ入りちくわ･･ 130円
◦玉葱･･･････････ 130円
◦エビ････････････ 216円
◦おまんじゅう･･････ 140円

出前
OK!

お届けします! ☜このマークのあるお店では
　宅配サービスもございます。

※配達可能な地域や時間帯など、ご利用には制限が
　ございます。詳しくは各店へお問い合わせ下さい。

掲載されている
メニューは
ほんの一例です

※表示価格は税込価格となっております。（軽減税率 8％）

お問い合わせは各店にお願いします



出前
OK!

お届けします! ☜このマークのあるお店では
　宅配サービスもございます。
※配達可能な地域や時間帯など、ご利用には
制限がございます。
　詳しくは各店へお問い合わせ下さい。

太字は店主自慢の一品です。
《チラシに掲載されているメニューはほんの一例です。》
※表示価格は税込価格となっております。（軽減税率8％）

篠屋旅館
おまかせ弁当

畑35-1☎88-2035

http://www.shinoya.burari.biz/
《受付時間》 ２日前の午前中までに

ご予約をお願いします。

お弁当
折詰料理
1,000円（税込）より

ご予算、用途に
合わせて

ご用意いたします。
八千穂高原自然園隣
11月 5日まで無休☎ 88-2567

https://www.yatsugane.com
《受付時間》 9:00~15:00
《お渡し時間》10:00~15:30

ヤマメ唐揚げ丼 1,050円
ヤツガネ丼　　870円
ソースカツ丼　950円

白樺群生地にある当店の人気メニューは、
ヤマメ唐揚丼！八千穂漁業さんが育てたヤ
マメを２度揚げて、甘辛のタレにつけていま
す。リピートしたくなる一品です！又、自家製
のタレ・ソースを使ったヤツガネ丼、ソース
カツ丼も好評を頂いております。

ロッヂ八ヶ嶺

さくほなーら

レストラン たかとんぼ

穂積1335-3
定休日／月曜日☎88-2933

https://www.takatonbo.com
《受付時間》10:30~14:30
《お渡し時間》11:00~18:00

さくほなーら  950円
（さくほーめんのカルボナーラ風）

八千穂駅前の静かな通りにあります。
ゆったりとしたスペースでお食事と
カフェが出来ますので、店舗の方にも
お越し下さい。

パスタ
◦トマトソースのペペロンチーノ 900円
◦カルボナーラ 900円
◦胡麻と明太子 900円
◦さくほーめんのボロネーゼ 950円
ピザ
◦きたやつベーコンのピザ 1,000円
◦４種類のチーズピザ 1,000円

レストラン ハーモナイズ
トマトのハンバーグ

畑1770
定休日／火曜日☎88-4039

https://www.harmonize.website
《受付時間／お渡し時間》
11:00~14:30（LO14:00） 17:00~21:00（LO20:00）

◦オムハヤシライス1,080円
◦グリーンカレー･972円
◦パスタ各種 864円から

テイクアウトメニューを増や
しました。これからも新型コ
ロナ対策を徹底し、皆様に
安心してくつろいでいただ
けるよう日々努めて参ります。

トマトのハンバーグ
　1,080円

※出前は佐久穂町内のみ。
　まずはお電話下さい。

千成鮨
中すし

畑49-3
定休日／不定休☎88-3550

《受付時間》10:00~18:30
《お渡し時間》11:00~18:30

中すし2,000円

とにかくネタが
〝新鮮で、大きい〟です。
シャリも大きく絶対ご満足
いただける事間違いなし！！

◦並すし　　1,300円
◦ちらし並　2,400円
◦上すし　　2,800円
◦ちらし上　3,000円
◦太巻き　　1,300円
◦のり巻き･各種 700円～

出前
OK!

お届けします!

発行／佐久穂町・佐久穂町商工会

◦感染症対策を十分にしております。皆様のご理解とご協力をお願
いします。
◦チラシの内容は令和３年９月１日現在のものです。
◦季節による価格変動、流通量の増減などにより価格、メ二ュー
共に予告なく変更・取りやめする場合がございます。あらかじめ
ご容赦ください。
◦お問い合わせは各店にお願いします。




