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ー夕張市内飲食等事業者利用促進２０２０ー

お問合せ 夕張市地域振興課地域振興係

〒068-0492 夕張市本町4丁目2番地

TEL:0123-52-3128(直通) FAX:0123-52-1054

※掲載している内容は発行時の一斉調査によるものであり、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けて変更となる場合があります。

GOHAN



テイクアウト○×、デリバリー○×
(テイクアウトやデリバリーの補足情報)

メニュー1　000円 メニュー2　000円 メニュー3　000円
メニュー4　000円 メニュー5　000円 メニュー6　000円

店舗名
住所
☎

営業時間 定休日

『夕張(うち)ご飯にしない？』とは・・・

掲載飲食店及び菓子店利用の際の注意点
①テイクアウトやデリバリーサービス(配達)をご利用の際は、各店舗へ事前に電話でお問合せください。

②飲食店や菓子店利用時及びテイクアウトやデリバリーサービス(配達)を受け取る際は、できる限り

マスクの着用や手洗い、うがい、消毒等の感染予防に努めてください。

③飲食店や菓子店利用時及びテイクアウトやデリバリーサービス(配達)を利用してご自宅等で召し上

がる際は、「3つの密(密閉、密集、密接)」に注意しましょう。

表の見方

※１ 掲載している営業時間及び定休日については、発行日までに調査したものであり、変更が生じ

ている場合があります。

※２ 掲載しているメニューは一部となります。その他のメニューや日替わりメニュー等については、各

店舗までお問合せください。価格は全て税込み表示です。

※３ テイクアウトやデリバリーについては条件がある場合があります。

※４ 掲載店舗については発行における一斉調査の上、事業者様のご意向を尊重し、掲載へのご協

力が可能でした事業者様に限ってご紹介しています。

新型コロナウイルス感染症による影響で、市内飲食店や菓子店も大きな打撃を受けています。日ご

とに変わる状況に対応して、正しい感染予防をしながら「今、私たちにできること」を大切にしたい。

そんな想いから少しでも、頑張っている飲食店や菓子店の皆様を応援するため、掲載にご協力いただ

けた全店舗を一挙にご紹介致します。

中には、ご自宅で楽しめるテイクアウトやデリバリーサービス(配達)を実施する店舗もあります。

夕張のご飯を食べたい！自宅や職場でも食べたい！

どちらも叶えられる「夕張(うち)ご飯にしない？」で、地域を美味しく応援しましょう！

※新型コロナウイルス感染症の状況により、掲載内容に変更が生じる場合があります。



(予約制テイクアウトのみ営業、受取時間応相談)

テイクアウト○(10個以上の注文且つ片道10分以内の方のみ対応可)　/　デリバリー×
テイクアウト○(カレーライス、チャーシューチャーハンのみ対応)

/　デリバリー○(市内全域、5人前から受付)

エビ天丼　950円 生ラム肉ステーキ弁当　800円 エビフライ弁当　950円 カレーラーメン　850円 旨辛みそラーメン　850円 海鮮あんかけ焼きそば　850円

午前11時～午後2時(5/31まで) 月曜日 午前11時～午後2時(5/31まで) 月曜日

日替わり弁当　650円 しょうが焼き弁当　650円 チキンカツ弁当　700円 カレーライス　650円 チャーシューチャーハン　650円 夕張石炭くろラーメン　900円

冷たぬきそば・うどん　750円

ゆうばり屋台村　夕張ラーメン
末広1丁目81ゆうばり屋台村

☎0123－52－5552 ☎0123-52-0230(代表)

テイクアウト○(電話注文受付不可、店内注文時のみ対応可)　/　デリバリー×

テイクアウト○(原則、麺は茹でずに提供)　/　デリバリー×

ゆうばり屋台村　鶴が亭
末広1丁目81ゆうばり屋台村

親子丼　950円 玉子丼　900円

テイクアウト○　/　デリバリー×

　ピラフ(エビ・五目・チキン・カレー)　600円

Café＆Sweets　和
末広1丁目1-4

☎0123－52－3337
午前10時～午後6時(通常時は午後7時まで) 元旦

ピザトースト　500円

エビピラフ　600円
オリジナルブレンドコーヒー　400円ビーフカレー(中辛・辛口)　600円

ジンギスカン丼　750円 ミートソース　550円 ナポリタン　600円

テイクアウト○(店舗で提供している一品料理、全種類可)　/　デリバリー×

喫茶・軽食　ユックさかい

カレーそば・うどん　800円 かしわセイロ　850円 カレーセイロ　800円

そば処　吉野家
本町4丁目45-5
☎0123-52-2448

午前11時30分～午後2時(通常時はタレなくなり次第閉店) 火曜日、不定休有

竹の子みそ煮　500円 もつみそ煮込み　500円 魚煮付け　350円から
コロッケ　150円 日替わりメニュー　有 他

午後5時30分～午後9時 日曜日、祝日、不定休有

サワー　500円 焼酎　500円 ミートソーススパゲティ　600円

テイクアウト○　/　デリバリー×

牛丼　780円

午前10時30分～午後5時 日曜日、不定休有

ピザトースト　600円 サンドウィッチ　650円 ハンバーグカレー　780円
スパゲッティ　650円 チャーハン　650円

☎0123-52-2547

本町3丁目309
☎0123-52-3085

午前8時30分～午後5時(通常時は午後7時まで) 元旦、不定休は年数日有

☎080-6066-5647
午前11時30分～午後2時 月、火、水、土日祝

生ハムのチーズピザ　1500円 生ハムのトマトピザ　1500円 4種のチーズピザ　1500円

エビのクリームパスタ　700円

テイクアウト×　/　デリバリー×

帆立のペペロンチーノ　700円 ミートソーススパゲッティ　700円

テイクアウト○　/　デリバリー×　　　※木、金曜日限定の予約制テイクアウト専門店

スナック　みやさか
本町3丁目68
☎0123-52-3123

午後7時～午前12時 日曜日、不定休有

生ビール　600円 角ハイボール　500円 ウイスキー　600円

テイクアウト○(店舗で提供しているメニュー全般可、オードブルは前日までに要予約)
/　デリバリー×

本町・末広エリア
本町1丁目57

のんきや
☎なし

午前11時～午後2時 木曜日、不定休有

しおラーメン　600円 正油ラーメン　600円 かけラーメン　450円

イタリアン　空
本町2丁目218

居酒屋　俺家
本町3丁目71

☎0123－52－2670

ビール　500円

テイクアウト×　/　デリバリー×

喫茶　コンパ
本町3丁目54

鹿ノ谷・若菜・千代田エリア

やきとり　喜久屋
若菜11番地
☎0123-56-5805

居酒屋　酒道楽
末広1丁目94

☎0123－52－3974
午後5時～午後8時まで(通常時は午後10時まで) 火曜日、不定休有

焼き鳥　110円から おでん　100円から チャーハン　648円
焼きそば　648円 ナストリキムチメン　648円 オードブル(5人前)　5400円

豚串　120円 鳥串　120円 つくね　140円

不定休有

シナモンドーナツ1個　85円

テイクアウト○　/　デリバリー○(本町から平和までのみ対応可)

※市内外、一部コンビニエンスストア等でも6個入りの販売有

午後4時～午後9時 日・月曜日、不定休有

午前10時～午後5時 不定休有

ぱんぢゅう　100円

小倉屋ぱんぢゅう店
若菜10

☎0123-56-5752

テイクアウト○(1本から対応可、☎予約で待ち時間減)　/　デリバリー×

とり皮　100円 はつ・すな　各100円 軟骨　120円

テイクアウト○(令和2年度はテイクアウトのみ営業)　/　デリバリー×

ホットコーヒー　200円 アイスコーヒー　200円

午前9時～午後4時 ハンカチひろば開園期間は無休

オムライスセット　700円

ハンバーグセット　800円パスタセット(ナポリタン・ミートソース)　700円

(比較的日曜日に多い)

限定商品　阿部菓子舗のたんどら(カスタード)　200円

HAMAMATSU　CAFÉ
日吉5-1(ハンカチひろば内)

うさぎや菓子店
鹿ノ谷1丁目34

☎0123-57-7651

☎0123-52-4533
午前8時～午後6時

テイクアウト○(多くお求めの際は☎予約が確実)　/　デリバリー×

テイクアウト　未調査　/　デリバリー　未調査

再営業時に調査予定

fivepennies
千代田25-2
☎0123-56-6650

休業中　通常時は午後12時～午後6時 不定休

※掲載している内容は発行時の一斉調査によるもので

あり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて変更と

なる場合があります。



清水沢・南清水沢エリア

午後5時～午後8時(当面の間)

午後5時～午後8時(最大で午後10時頃まで対応)

ラーメン・チャーハンセット(正油・塩)　950円
その他、お菓子詰合せや袋菓子も有

出前　午前11時～午後2時

テイクアウト×　/　デリバリー× テイクアウト○(サラダ無)　/　デリバリー○(2人前から市内のみ対応)

冷やしたぬき　800円 天ざるそば　1050円 かしわそば　600円 中辛チキンカツカレー　800円 辛口ビーフカレー　700円 トッピング　80円から

午前11時～午後3時 日曜日 店舗・テイクアウト　午前11時～午後4時30分 土、日曜日、祝日、不定休有

山の天ざるそば　1200円 かき揚げ天そば　800円 長芋の代わり揚げそば　850円 甘口ポークカレー　650円 甘口チキンカレー　700円 中辛ハンバーグカレー　800円

テイクアウト×　/　デリバリー× テイクアウト×　/　デリバリー×

そば天国　夕張店
南清水沢2丁目(旧南清水沢駅)

カレーハウス朋
南清水沢4丁目29

☎090-2874-6826 ☎0123-59-7781

豚丼　800円 ラーメン(塩・醤油)　700円 味噌カレー　850円

営業時間不定(要問合せ) 日曜日、祝日 午前11時30分～午後2時 日曜日、祝日

餃子定食　780円 ジンギスカン定食　850円 エビフライ定食　950円メニューは来店時のお楽しみ！
午後5時～午後7時

テイクアウト×　/　デリバリー×
テイクアウト○

/　デリバリー△(原則配達不可、時間外なら一部対応可の可能性有、応相談)

スナック　男爵
清水沢清陵町62

お食事処　バロン
清水沢清陵町62

☎0123-59-5186 ☎0123-59-7640

チャーシューメン(正油・塩)　800円 カツ丼　950円 鍋焼きうどん　850円

午前11時～午後5時 不定休有 午前10時～午後4時(5月31日まで) 日曜日、第1・3月曜日

野菜炒め定食　900円 ケーキ　260円から 焼菓子　120円から

テイクアウト×　/　デリバリー× テイクアウト×　/　デリバリー×

駅前食堂
清水沢3丁目99

お菓子のふじ
清水沢3丁目130

☎0123-59-7876 ☎0123-59-7878

焼き魚(夜のみ)　600円から 焼き鳥(夜のみ)　100円から 生ビール(夜のみ)　500円 刺身盛り合わせ　1500円 牛ステーキ　1050円 天ぷらそば　950円

午前11時～午後2時 日曜日、祝日 午後6時～午前12時 日曜日

ラーメン(醤油・塩)　700円 広東麺　800円 あんかけ焼きそば　800円 ラーメンサラダ　750円 そば寿し　750円 かにしゅうまい　700円

にぎり寿し　1080円から 生ちらし　1620円から 幕の内弁当　1188円 ナポリタン　500円 ミートソース　500円 カレー　500円

テイクアウト○(容器代別途、みそ汁はインスタントで提供)
/　デリバリー○(容器代別途、みそ汁はインスタントで提供)

テイクアウト×　/　デリバリー×

居酒屋　い
清水沢2丁目116

カラオケ居酒屋　やちぼうず
清水沢2丁目69

☎0123-59-5670 ☎0123-59-7361

天ぷら定食　1728円 とんかつ定食　1296円 カツ丼　972円 ビーフストロガノフ　500円 ステーキ弁当　800円 カツ丼　800円

㈲寿五　すし、とんかつ　寿五
清水沢2丁目124

セリナ
清水沢2丁目61

☎0123-59-4148 ☎0123-57-7407
午前11時30分～午後1時30分(当面の間) 火、水曜日、不定休有 休業中　通常時は午後7時から午前12時まで 日曜日、祝日

テイクアウト○(店舗での提供メニューの内、一部で対応可)　/　デリバリー× テイクアウト○　/　デリバリー○(市内全域、5食以上から受付)

ガーリックポテト　420円 甘えび唐揚　500円 チャーハン　530円 フィッシュバーガー　430円 フライドポテト　300円 マウンテンカレー　500円

午後5時～午後10時30分(ラストオーダー) 火曜日 午前11時～午後10時 水曜日

鳥串　350円 豚串　350円 ザンギ　500円 アングラ―チーズバーガー　580円 チーズベーコンバーガー　680円 テリヤキバーガー　530円

テイクアウト×　/　デリバリー× テイクアウト○　/　デリバリー×

居酒屋　いわい
紅葉山73番地

沼ノ沢38(旧緑陽中あ・りーさだ1階)

FISHERMAN　BROTHERS
紅葉山452番地

☎0123－58－2017 ☎0123-57-7637

カツ丼　850円 カツカレー　850円 親子丼　700円 バリバリソフト　350円 たんころソフト　350円 他、ケーキやパン等

午前11時～午後6時30分 第1・3・5日曜日、不定休有 午前10時～午後6時(道の駅夕張メロードに同じ) 月曜日(道の駅に同じ)

カレーそば　750円 味噌ラーメン　750円 味噌チャーシューメン　900円 たんどら(夕張メロン、チョコ、かぼちゃ、あずき、期間限定のさくら)　185円

ロコモコ丼　750円 天津飯　650円 オムチャーハン　650円 あんかけ焼きそば　1200円 中華丼　1200円

いずれも午前9時30分～午後1時30分までに要受付
テイクアウト○　/　デリバリー○(1500円以上配送無料、以下500円)

テイクアウト○(対応メニューはあんかけ焼きそばと中華丼)　/　デリバリー×

栗下食堂
紅葉山526番地6

㈲阿部菓子舗
紅葉山526番地19

☎0123-58-2039 ☎0123-58-2021

とんかつ(キャベツ付)　500円 生姜焼　500円 鳥串5本(タレ)　750円 店舗利用の場合はこの他にもメニュー有

沼ノ沢・紅葉山エリア

出前　午前12時30分～午後3時

じじばば食堂 樹海ロードレストラン　メイプルタウン
紅葉山526番地12

☎090-9433-3909 ☎0123-58-2206
テイクアウト　午前11時30分～午後2時 午前11時～午後3時 月曜日土、日曜日

店舗　午前11時30分～午後

※掲載している内容は発行時の一斉調査によるもので

あり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて変更と

なる場合があります。


