
タケオテイクアウト大作戦　第3弾

～　おうちde🉐キャンペーン　～　　登録店舗紹介 令和2年5月7日現在

NO 店舗名 住所 連絡先 おすすめお弁当 おすすめ大皿

1 煉瓦亭 武雄市朝日町中野５３７０－１ 0954-23-8838 ハンバーグ弁当　1,000円

2 居食亭　豊 武雄市武雄町永島１５３５３－９ 0954-23-2536 弁当各種　750円～ 串焼盛合せ　750円

3 角打屋　花々 武雄市武雄町富岡２２４　川端ビル 0954-22-8323 盛り合わせ　3,000円

4 Kaji synergy restaurant 武雄市武雄町武雄４２３９－１ 0954-38-9007 短角和牛ハンバーグBOX　1,000円 Kajiオードブル（5～6名様）10,000円

5 武雄温泉駅　カフェ　カイロ堂 武雄市武雄町富岡８２４９-4 0954-22-2767 佐賀牛カルビ焼肉弁当　1,800円

6 旬魚旬彩　雅膳 武雄市武雄町富岡２０６ 0954-22-3513 桜えびのカリカリピッツァ　680円（税別） オードブル　3,000円（税別）

7 La Mia Casa 武雄市武雄町富岡７８４６－２ 0954-28-9545 オードブル（大）　5,400円

8 やきとり　丸荘 武雄市武雄町富岡１２１８３－１ 0954-23-7953 やきとりパック　1,080円 やきとり盛り合わせ　3,240円

9 割烹　古賀 武雄市武雄町富岡８９１１－１ 0954-23-2278 オードブル（3～４人前）　3,240円

10 珈琲の店　椛琳 武雄市武雄町武雄５５９４－１ 0954-23-8661 ハンバーグランチ（150g）　1,000円 ハンバーグセット（200g）1,380円

11 居酒屋NUFNUF（ナフナフ） 武雄市北方町志久１７６２－１ 0954-36-3530 テイクアウトメニュー各種 オードブル　3,500円より

12 さつまラーメン　武雄店 武雄市武雄町武雄５９７０ 0954-23-5955 やきめし　750円 やきそば　700円

13 きたろうラーメン 武雄市武雄町永島１３２０１ 0954-22-4536 からあげ　400円（税込） やきそば3人分　2,100円（税込）

14 カフェ・ド・モンティ 武雄市東川登町永野９００－５ 0954-33-0533 キッシュとフレンチ総菜Box　950円 フランス家庭料理のオードブル　3,800円

15 ごはんや 武雄市武雄町武雄７３５８ 0954-22-6626 チキン南蛮弁当　800円（税込）

16 常楽軒 武雄市北方町大崎１２１８－３ 0954-36-4320 ちゃんぽん　720円

17 喫茶と雑貨のお店　中村屋 武雄市武雄町武雄７２６６ 0954-23-1678 薬膳カレー　800円

18 アモーレ・ステラ・シエロ（まんてんcafé) 武雄市武雄町昭和１１９ 0954-33-1231 弁当　648円

19 御料理　最なか 武雄市武雄町武雄４０６８－４ 0954-27-7703 彩り弁当　1,500円（税別） オードブル　5,000円（税別）

20 創作家庭料理　月の音 武雄市武雄町昭和１１－１ 0954-23-5398 月の音のっけ丼　600円
プリプリ海老の創作フライ５尾（揚げor

冷凍）チリマヨソース付　900円

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、店舗によっては臨時休業の場合がございます。
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21 お酒と創作料理　hanana 武雄市武雄町昭和１１－１ 0954-23-9345 和風ポークシシリアンライス　800円 串焼き盛り合わせ（10本）1,200円

22 仕出しセンター　山勝 武雄市東川登町袴野９７９３ 0954-22-3431 弁当　600円×10個～（税別）※2日前まで要予約 鉢盛　3,000円～（税別）※2日前まで要予約

23 居酒屋あじ彩 武雄市武雄町富岡１１５１５－１ 090-9652-7833 弁当　800円 大皿　3,000円

24 福太朗 武雄市武雄町武雄７２６６－６ 0954-22-3012 ちらし寿司弁当　1,080円

25 すし秀 武雄市武雄町昭和２１－８ 0954-22-2266 すし秀弁当　1,500円 すし盛合せ　3,000円

26 割烹・仕出し　乃多"屋 武雄市朝日町甘久１９１７ 0954-22-2824 手作り乃多屋弁当　1,000円～ 鉢盛（4～５人分）5,000円　※前日予約

27 和彩　はな蓮 武雄市山内町三間坂１５３１６－１ 0954-45-5050 日替り弁当　780円(税込) 普通鉢盛　5,400円(税込)

28 MOHANO 武雄市武雄町富岡７７７２－５ 0954-33-0681 ビビンパランチ　700円

29 北方温泉　四季の里　七彩の湯 武雄市北方町大崎４３００－１ 0954-36-5926 トンカツ日替り弁当　880円(税込) 普通鉢盛　5,400円(税込)

30 もみの木 武雄市武雄町武雄１８５ 0954-23-3907 弁当　1,500円 大皿　7,000円

31 寿し八 武雄市武雄町武雄８０６５ 0954-22-4091 寿司盛り合わせ　1,080円 寿司盛り合わせ　3,000円

32 居魚亭　魚河し 武雄市武雄町昭和４２－１０ 0954-22-0221 海鮮丼　1,000円 天丼　650円

33 久家 武雄市武雄町富岡２２０ 0954-23-9683 弁当　700円

34 中華料理　萬福 武雄市武雄町武雄４０７０－１ 0954-23-6202 弁当　1,080円 大皿　4,580円

35 らーめんの力麺 武雄市山内町三間坂甲１５２９３－１ 0954-45-5152 ちゃんぽん　770円（税込） かつ丼　870円（税込）

36 china kitchen 蘭蘭 武雄市朝日町甘久２２３３－２ 0954-27-8824 オードブル(小) 　3,500円　 オードブル(大) 　5,500円

37 サチ屋 武雄市武雄町富岡１０６７８－９ 0954-22-3515 かしわ飯弁当　700円

38 若竹 武雄市武雄町武雄８１５５ 0954-22-0045 お好み焼　ミックス　920円 オードブル　3,350円

39 和食処　大藤 武雄市武雄町武雄６７ 0954-23-3754 日替り弁当　900円 鉢盛　6,480円

40 Beee+マルシェ＆カフェ 武雄市東川登町永野６７０４－３ 0954-33-8025 週替わりBeee+ランチ　780円(税抜)

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、店舗によっては臨時休業の場合がございます。
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41 コーヒーハウスDEAR JOHN 武雄市武雄町富岡１１５０７ 0954-23-6676 カツカレー　980円

42 独楽 武雄市武雄町富岡７７６０－１２　海舟ビル 0954-22-3011 独楽特製弁当　980円 オードブル　5,000円

43 居酒屋　心源 武雄市武雄町富岡７７７９－２ 090-5013-8895 おかず心源弁当(おかずのみ) 1,000円※前日予約（限定50食） 焼鳥心源串もりあわせ　3,000円※前日予約

44 ラーメン居酒屋　恵比須 武雄市武雄町富岡７７９４－４ 0954-28-9558 ラーメン　一律690円

45 旬彩このみ 武雄市武雄町富岡７７５４－３ 0954-23-3622 日替わり弁当 550円(税別)　DX 800円(税別) オードブル　3,000円（税別）より

46 創作ダイニング　菜on 武雄市武雄町昭和４－８　三共ビル１F 0954-33-8072 シシリアンライス　864円 オードブル大 5,400円

47 カフェ　レストラン　パセリ 武雄市武雄町武雄４１４５－２ 0954-23-3751 ピザ　1,050円（税込） ステーキピラフ　1,400円（税込）

48 想夫恋　武雄店 武雄市武雄町武雄２０２８－１ 0954-22-2618 焼そば　800円 ギョウザ　300円

49 有限会社　八百重商店 武雄市武雄町武雄７２２９ 0954-23-2148 幕の内弁当　500円～ 鉢盛　5,000円～

50 炭火焼き　美味鶏 武雄市武雄町富岡７７７１－８平成ビル104号 0954-33-0450 とりのシシリアンライス　650円

51 武雄温泉ハイツ 武雄市武雄町永島１８９０１ 0954-23-8151 弁当　800円 盛り合わせ　3,000円

52 フィッシャーマンズダイナー 武雄市武雄町昭和１７－１５ 080-3963-3310 おつまみプレート　1,000円

53 タケオバル　SOL DE VERANO 武雄市武雄町富岡７８０７－３　平和ビル103 0954-38-9027 魚介のパエリア　1,700円 オードブル　3,240円

54 レストガーデン・ミニ 武雄市山内町宮野３２５－１ 0954-45-3533 ごぼう入り煮込みハンバーグ弁当　1,080円

55 後楽園 武雄市武雄町富岡２１９ 0954-23-2547

56 野のもてなし料理　なな菜 武雄市山内町三間坂１４７００ 0954-45-6012 幕の内弁当A.B.C　各500円（税込）

57 料亭松山 武雄市北方町大字志久３２６８－３ 0954-36-2122 日替わり弁当　540円～ オードブル、鉢盛　5,400円～

58 らーめん家 武雄市東川登町大字袴野１００９４－４ 0954-33-1364 極旨からあげ弁当　600円

59 餃子会館 武雄市武雄町富岡１２３９７－１ 0954-22-3472 焼餃子（1人前）　450円

60 酒家　うみ 武雄市武雄町富岡２０１－２武雄開発ビル１階 0954-23-2932 弁当　600円～ 大皿　3,000円～

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、店舗によっては臨時休業の場合がございます。
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61 ファミリーキッチン　ジョリーモスト 武雄市武雄町武雄4992ゆめタウン武雄1階 0954-22-5138 特製若楠ポークありたどり弁当各種800円（税別） 特製キッズオムライス弁当　600円（税別）

62 ステーキハウス　児玉 武雄市武雄町富岡７８４０－３ 0954-23-1626 ハンバーグ弁当　1,000円 ローストビーフ　3,000円

63 陣屋　もろいし 武雄市武雄町富岡７７５９－２ 0954-23-3680 定食　500円（税込） オードブル　3,240円（税込）

64 Pool café Axcel(プールカフェアクセル） 武雄市朝日町甘久３２０－１山崎ビル1階 0954-22-6566 ピザ各種　1,080円～ パスタ各種　700円～

65 とりよし 武雄市北方町大崎１１３０－３ 0954-36-4457 焼とりセット1,000円、2,000円、3,000円

66 インド料理レストラン　ミラン 武雄市武雄町武雄８１５９ 0954-23-0706 カレーセット（ナンorごはん）780円（税別）～

67 ペンションピクニック 武雄市武雄町永島１６２００－１ 0954-20-0044 ビビンバ丼　650円 ビビンバ丼・トマトスープ（野菜たっぷり）セット
1,100円

68 フレンチ　キッチン　プルミエ 武雄市武雄町武雄１３３－１ 0954-22-4888 オードブル（４～5人分）20,000円 オードブル（2～3人分）10,000円

69 barn 'mp(バーン　エムピー） 武雄市西川登町神六２０１００ 0954-28-2585 キーマカレー弁当　900円（税別） ピザマルゲリータ　1,100円（税別）

70 山ん堂 武雄市山内町宮野２０１１－１ 0954-45-3030 日替り弁当　他　380円（税込）～ 焼きそば（2人前盛）　1,250円（税込）

71 まりりん 武雄市武雄町富岡７７７７－１ 080-2753-3220 たこ焼、お好み焼き、焼うどん各600円

72 居酒屋　来ぃまい 武雄市西川登町小田志１６７７６－３ 090-1171-8073 チキン南蛮弁当　800円 骨付カルビ（1人前）　800円

73 炉端　ひより 武雄市北方町大字志久１２２－１ 0954-20-3066 鉢盛（3～4人前）　5,000円

74 ゆめランチ 武雄市武雄町大字富岡字門町１２４２２番地１ 0954-23-8870 日替わり弁当　400円

75 お食事処まかないや 武雄市武雄町大字武雄７２６６ 090-2503-0114 日替わり弁当　600円（税込） 日替わり弁当　800円（税込）

76 牛亭 武雄市武雄町大字武雄４０７３－１ 0954ｰ22ｰ2989 ハンバーグ弁当　1,000円（税込）※30食限定 串盛合せ　1,300円（税込）

77 山崎鮮魚店 武雄市武雄町富岡７７１６ 0954ｰ23ｰ1234 刺身盛り合わせ　3,000円（税別）

78 Honey Bunny
（受取場所：GARDEN　GARDEN） 武雄市武雄町大字富岡７７５９－２
（受取場所：武雄町昭和９－１） 0954ｰ27ｰ7626 茶そば　550円 茶そば　重箱（大）1,100円※前日予約

79 末貞寿司 武雄市武雄町武雄７３４７ 0954ｰ22ｰ2226 助六弁当　700円（税込） 寿司盛り鉢　3,000円～

80 三草二木 武雄市武雄町大字昭和１７－１５ 0954ｰ22ｰ8773 オリジナル弁当　450円～ 鉢盛　3,500円　など

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、店舗によっては臨時休業の場合がございます。
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81 おっ母さんの一膳めし屋 武雄市武雄町大字昭和８０５ 0954-22-4658 弁当　530円

82 屋台村 武雄市武雄町７２７２－２ 090-2710-4633 串焼単品（７～８本）　1,000円～

83 酒菜　ななあん 武雄市武雄町富岡７７５４－６　プリンステナントB室 0954-22-2120 弁当　1,080円 大皿　3,240円　5,400円

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、店舗によっては臨時休業の場合がございます。


