
Let's Eat! おおがわら 「テイクアウト」・「出前」利用可能店舗リスト 【順不同 令和 2年6月9日現在】 

№
テイク

アウト
出前 店      名 主なメニュー（金額は税込） 備         考 連   絡   先 

1 ○ ○
喫茶＆酒房 

やまざき

お弁当各種  700円～ 

 （要予約 10個以上から） 

パスタ各種  900円 

ピザ各種  1,500円 

出前1km圏内 

営業（昼）11:30～14:00 

営業（夜）17:00～22:00 

ご注文10:00～ 

定休日／年末年始、不定休 

字町53-2 

�����(0224)53-2914

2 ○ ○ 和洋亭 ぶざん 

お弁当各種     500 円～ 

お寿司     500 円 

おつまみ弁当 1,500 円 

オードブル  3,000 円～ 

※全てのメニュー要予約 

出前町内全域（5個以上） 

※要相談 

営業（昼）11:30～14:00 

営業（夜）17:00～21:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／不定休 

字新南25-18 

�����(0224)51-1113

3 ○ ―
お食事処 

さくら家 

釜めし各種    864 円～ 

お弁当各種    648 円～ 

豚ロース焼肉弁当 756円 

ステーキ丼    864 円 

※全てのメニュー要予約 

営業（昼）11:30～14:30 

営業（夜）17:00～20:00 

ご注文9:00～ 

定休日／月曜 

字西桜町1-1 

�����(0224)53-1490

4 ○ ○
和の台所 

なだまん

お弁当各種           1,080円～ 

（2日前までに要予約） 

オードブル・寿司各種 4,104円～ 

（3個以上で割引・法事配達あり） 

出前要相談（10個以上） 

営業（昼）11:00～15:00 

営業（夜）17:30～20:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／火曜 

字新桜町1-12 

�����(0224)53-4214

5 ○ ―
とんとんの丘 

もちぶた館 本店 

お弁当各種  700 円～ 

 （要予約） 

メンチカツ 140円 

ヒレカツ   120 円 

営業10:00～19:00 

ご注文10:00～18:30 

定休日／第3水曜 

新寺字北185-11 

�����(0224)51-5811

ホームページ https://mochibuta.jp/

6 ○ ―
おおがわら 

天然温泉 いい湯 

ひれかつ弁当   1,120円 

とんかつ弁当    980 円 

しょうが焼き弁当 1,020円 

お子様弁当     600 円 

※全ての弁当要予約 

営業10:00～22:00 

最終入館21:30 

ご注文は営業時間内に 

お引渡し11:00～17:00 

定休日／第3水曜 

新寺字北185-11 

�����(0224)51-5110

ホームページ https://eeyu.jp/

7 ― ○ お食事処 玄来 
酸辣タンメン 648円 

味噌タンメン 648円 

ラーメン   540円 

出前1km圏内（要相談） 

営業11:00～14:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／第2・4木曜 

字緑町19-2 

�����(0224)52-1223

8 ○ ○ ごっつぉうさん 

日替わりお魚弁当  600 円 

豆腐ハンバーグ弁当 600円 

あぶり鶏丼     550 円 

油麩丼       500 円 

おにぎり各種    120 円 

出前近隣町村（要相談） 

営業11:00～19:00 

ご注文10:00～ 

定休日／木曜、日曜祝日 

大谷字末広43 

�����(0224)86-5411

ホームページ http://gottsuousan.com/

9 ○ ○ とんかつくさか
かつ丼        770円 

白身魚エビフライ弁当 900円 

とんかつ弁当     850円 

出前1km圏内（2個以上） 

営業（昼）11:00～14:30 

営業（夜）17:00～19:30 

ご注文は営業時間内に 

定休日／月曜、第1日曜 

字町166 

�����(0224)53-4794

10 ○ ―
和風れすとらん 

おぎの

ソースカツ丼    500 円 

天丼        500 円 

お持ち帰り弁当各種 600円 

（からあげ、焼肉、ひれカツ、えびフライ）

営業（昼）11:00～14:30 

営業（夜）17:00～20:30 

ご注文9:00～ 

定休日／水曜 

字新東24-5 

�����(0224)51-8773

11 ○ ○ ゆたか寿し
上ちらし（2段） 2,700 円 

上にぎり     2,700円 

おまかせ        時価 

出前町内全域（要相談） 

営業11:00～21:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／木曜、第1・3水曜 

字中島町5-11 

�����(0224)53-4377

12 ○ ○
総合会館 

ララ・さくら 

お弁当各種      1,080円～ 

生鮨（24貫）      3,240円 

ヒレカツ MIX サンド 3,240 円 

※全てのメニュー前日までに要予約

出前町内全域（5個以上要相談）

営業9:00～17:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／なし 

字中島町3-4 

�����(0224)53-1563

ホームページ https://rarasakura.ajinokincon.co.jp/

13 ○ ○ お繁寿し
寿司弁当（温麺入り） 1,000円 

ちらし寿司       850円～ 

にぎり寿司       850円～ 

出前町内全域（1個からOK）

営業（昼）11:00～14:00 

営業（夜）17:00～21:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／不定休 

大谷字町向116-28 

�����(0224)52-1073

※掲載店舗は随時更新しておりますので、大河原町商工観光課（�����53-2659）、大河原町観光物産協会（�����53-2141）までご連絡ください。 



Let's Eat! おおがわら 「テイクアウト」・「出前」利用可能店舗リスト 【順不同 令和 2年6月9日現在】 

№ 
テイク

アウト
出前 店      名 主なメニュー（金額は税込） 備         考 連   絡   先 

14 ○ ―
ガスト 

仙南大河原店 

チーズ in ハンバーグ弁当 755円 

パーティセットB    1,618円 

（オードブル＋ピザ） 

若鶏の唐あげ（10個）  582円 

営業8:00～23:30 

ご注文10:00～23:00 

定休日／なし 

字新東22-8 

�����(0224)51-1015

ホームページ https://www.skylark.co.jp/gusto/

15 ○ ○ 
ダイニング＆バー

Daybreak 

オードブル（3～4 人前） 3,420 円～ 

 （前日までに要予約） 

ピザ          550円～ 

パスタ ナポリタン    734円 

手羽唐揚げ              626円 

日替わり弁当      540円～ 

（前日までに要予約） 

出前町内全域（要相談） 

営業18:00～22:00 

 ※時短営業中 

ご注文11:00～13:00 

18:00～20:00 

 ※引き取り時間は要相談 

定休日／月曜 

字新南35-7 

�����(0224)53-8055

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

インスタグラム https://www.instagram.com/dining.bar.daybreak/

16 ○ ○ 
レストラン 

ラ ナチュール 

欧風カレー弁当各種   850円～ 

 （要予約） 

お弁当        1,500円～ 

（5個以上から受付、前日までに要予約）

ファミリーセット（2～3 人前） 3,500 円 

（前日までに要予約）

出前町内全域（10個以上） 

営業（昼）11:30～14:00 

営業（夜）18:00～20:00 

ご注文10:00～ 

定休日／不定休 

字西桜町1-16 

�����(0224)88-2500

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

17 ○ ―
南インド料理 

ケララキッチン 

チキンカレー 880円 

チーズナン  530円 

キッズセット 600円 

※全 メ ニ ュ ー テ イ ク ア ウ ト 可 能

全てのメニュー要予約 

営業（昼）11:30～14:00（L.O.）

営業（夜）17:00～19:00（L.O.）

 ※時短営業中 

ご注文は営業時間内に 

 ※SNSでメニュー公開中 

定休日／火曜 

字小島2-1 

�����(0224)52-2788

フェイスブック https://www.facebook.com/keralakitchen1011/

インスタグラム https://www.instagram.com/keralakitchen1011/

18 ○ ○ O’s cafe 

バターチキンカレー 600円 

ローストポーク丼  600 円 

オードブル    3,000円～ 

※全てのメニュー前日までに要予約

 当日予約は要相談

出前町内全域（5個以上 企業のみ）

営業11:00～16:00 

ご注文は営業時間内に 

※インスタグラムのDM 

でも承ります。 

定休日／火曜 

字西浦49-5 

�����(0224)53-5939

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

19 ○ ○ 
お餅とおふかしの

末広堂 

おこわ1パック     350円～

（赤飯、白ぶかし、五目おこわ） 

餅（のし餅、誕生餅）1升 2,200 円～ 

※どちらも2日前までに要予約 

もち米持ち込み加工は、要相談  

出前町内全域（要相談） 

営業9:00～17:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／なし 

大谷字末広58 

�����(0224)52-1328

20 ○ ○ 
呑む処 

とんとん拍子 

お弁当各種  600円～ 

 （10個以上の注文から受付） 

オードブル 3,000円～ 

刺身盛り合わせ  時価 

※全てのメニュー3日前までに要予約

出前町内全域（10個以上、要相談） 

営業17:00～翌0:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／火曜 

大谷字盛13 

�����(0224)53-2539

21 ○ ○ 菜々家 大河原店 

黒酢チキン弁当   600 円 

自家製オニオンソースハンバーグ 600円 

豚ロースカツ弁当  600 円 

※全13種類すべて600円です。 

出前5km圏内（10個以上） 

 ※前日まで要予約 

営業11:00～21:30 

 ※ラストオーダー21:00 

ご注文11:00～20:00 

定休日／なし 

字新南61-17 

�����(0224)87-8717

ホームページ http://na-na-ya.jp/

22 ○ ― にぎりめし 

味噌焼にぎりめし    200円 

塩昆布天かすにぎりめし 200円 

和風出汁カレー     500円 

天丼          400円 

（海老・かぼちゃ・さつまいも・舞茸・いんげん）

営業10:00～17:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／木曜 

字広表29-16 

�����(090)5598-1016

23 ○ ○ とり八 

とりから弁当       756円 

串盛り（10本）    1,058円 

テイクアウトメニュー各種 200円～ 

出前町内全域（要相談） 

営業（昼）11:30～14:00 

営業（夜）17:00～23:30 

ご注文は営業時間内に 

定休日／なし 

大谷字町向143-1 

市村屋ビル1階 

�����(0224)53-5450

フェイスブック 

https://www.facebook.com/xn--o9j8c557jq3bjwk3u5a-2297432133818512/

※掲載店舗は随時更新しておりますので、大河原町商工観光課（�����53-2659）、大河原町観光物産協会（�����53-2141）までご連絡ください。 



Let's Eat! おおがわら 「テイクアウト」・「出前」利用可能店舗リスト 【順不同 令和 2年6月9日現在】 

№
テイク

アウト
出前 店      名 主なメニュー（金額は税込） 備         考 連   絡   先 

24 ○ ― サンパチラーメン
汁なしラーメン    730円 

ぶっかけ中華     500円 

特製チャーシュー1枚 200円 

営業11:30～14:00 

ご注文は営業時間内に 

※来店されてから、お作りします。 

定休日／月曜 

字中島町4-3 

�����(0224)53-1660 

25 ○ ―
ホルモン屋 

たまりば 

オードブル 2,000 円～5,000円 

餃子（20個）     1,050円 

からあげ類       410円～ 

※全てのメニュー2日前までに要予約

営業18:00～翌0:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／月曜 

字中島町4-3 

�����(0224)53-1660 

26 ○ ―
福島丼丸 

大河原店 

海峡丼、海鮮丼、うおがし丼、バラ丼、

まんぷく丼（シャリ大盛）、うみ丸丼 

など全 60種類の丼が並盛で 550 円 

シャリ大盛 650 円、ネタ大盛750 円

特盛（シャリ・ネタ共に大盛）850円

営業11:00～18:30 

ご注文は営業時間内に 

定休日／月曜 

字広表29-16-4 

�����(0224)86-5445 

ホームページ http://sasafune.co.jp/ ツイッター https://twitter.com/DonmaruOfficial

フェイスブック https://www.facebook.com/donmaru2002/

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

27 ○ ― 季白亭 

餃子         450円 

エビチリ       950円 

五目あんかけ焼きそば 850円 

オードブル     3,000 円～ 

※オードブルは2日前までに予約・要相談

営業（昼）11:00～14:00 

営業（夜）17:30～20:00 

ご注文16:30～18:30 

お引渡し17:30～19:00 

定休日／水曜 

※昼の時間も状況に応じて対応

※内容によっては時間がかかります。

字広表34-37 

�����(0224)51-8220 

28 ○ ○ 麺のれん くさか

生そばセット スープ付 1,000円～

（テイクアウト用） 

かきあげ丼 スープ付     500円 

しょうが焼丼 スープ付   500円 

出前町内全域 

営業（昼）11:30～14:00 

営業（夜）18:00～翌 1:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／土日祝日 

大谷字町向225-6 

�����(080)6019-8012

29 ○ ○

就労継続支援B型

白石あけぼの園 

桜花 

日替わり弁当      500 円 

 （大盛無料） 

仕出し弁当 800円～1,500 円 

（3～4日前までに要予約、10個以上）

出前町内全域（要相談） 

営業9:00～14:00 

ご注文9:00～12:00 

定休日／土日祝日 

字甲子町4-8 

�����(0224)51-3931 

30 ○ ―
蔵八ラーメン亭 

大河原店 

赤みそラーメン 760円 

白みそラーメン 760円 

醤油ラーメン  550 円 

※割引券使用可能 

営業11:00～22:00 

ご注文11:00～21:30 

定休日／なし 

字新南57-8 

�����(0224)51-5210 

ホームページ https://www.kura-8.com/ ツイッター https://twitter.com/kura_8_ramen

インスタグラム https://www.instagram.com/kura_8_ramen/

31 ○ ―
中華そばはっとり

大河原店 

赤みそラーメン 760円 

白みそラーメン 760円 

中華そば    550 円 

※割引券使用可能 

営業（平日） 

10:30～19:00（L.O.18:30）

営業（土日祝日） 

7:00～19:00（L.O.18:30）

定休日／なし 

字新東26-24 

�����(0224)51-8199 

32 ○ ―
ホルモン焼肉 

ぷるぷる 

牛カルビ弁当 1,080 円 

牛ロース弁当 1,080 円 

ビビンバ弁当  810 円 

営業11:30～翌0:00 

ラストオーダー23:30 

ご注文11:30～22:00 

定休日／不定休 

字新南59-9 

�����(0224)87-6634 

33 ○ ○
大河原ばる 

E-to 

お弁当各種    650 円～ 

オードブル各種 4,000円～ 

ピザ各種    1,000円～ 

出前要相談 

営業（昼）11:30～15:00 

営業（夜）17:00～23:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／月曜 

字広表52-15 

ラヴィッサンモールA 

�����(0224)87-6904 

インスタグラム https://www.instagram.com/eito0319/

フェイスブック https://www.facebook.com/Eito0319/

34 ○ ―
丼屋 ごんちゃん

大河原店 

うなどん1枚    850円 

ステーキどん肉並盛 550円 

（ソース･･･ガーリック、和風、オニオン）

ぶたどん並盛    500 円 

もつ炒めどん並盛  550 円 

炙りかもどん並盛  600 円 

※全てのメニューご飯大盛無料 

営業11:00～18:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／水曜 

字広表29-16-5 

�����（開設予定） 

※掲載店舗は随時更新しておりますので、大河原町商工観光課（�����53-2659）、大河原町観光物産協会（�����53-2141）までご連絡ください。 



Let's Eat! おおがわら 「テイクアウト」・「出前」利用可能店舗リスト 【順不同 令和 2年6月9日現在】 

№
テイク

アウト
出前 店      名 主なメニュー（金額は税込） 備         考 連   絡   先 

35 ○ ○
フローラ 

宮城本部 

国産牛のビーフシチューon オムライス BLACK 850円

本マグロ丼        1,250円

ローストビーフ丼     1,150円

出前大河原町・白石市・角田市・

村田町・柴田町（5個以上で配達料無料）

 ※来店受取でお茶サービス 

営業10:00～18:00 

ご注文10:00～17:00 

 ※最終受け渡し時間18:00 

定休日／なし 

金ケ瀬字中川原22-2

�����(0224)52-7888

ホームページ https://www.flora-g.co.jp/

36 ○ ―

ステーキハンバーグ

＆サラダバー けん

大河原店 

からあげ弁当   500 円 

カレー弁当    500 円 

ハンバーグ弁当  600 円 

グリルチキン弁当 600円 

営業（昼）11:00～15:00 

営業（夜）17:00～20:00 

※ラストオーダー19:30 

ご注文は営業時間内に 

定休日／なし（不定休） 

字新南61-16 

�����(0224)86-4129

ホームページ http://www.steak-ken.com/

37 ○ ―
FLYING BIRD 

大河原店 

からあげ1個  50円 

からあげ弁当 450円 

テリマヨ丼  450円 

唐揚げ丼ミニ 300円 

 （普通盛り 450円） 

油淋鶏弁当  450円 

営業10:00～18:00 

ご注文は営業時間内に 

定休日／月曜 

 ※休日の場合営業、翌日休み 

字広表29-17-1 

�����(0224)51-9989

※掲載店舗は随時更新しておりますので、大河原町商工観光課（�����53-2659）、大河原町観光物産協会（�����53-2141）までご連絡ください。 


