緊急コロナ対策

たらいうどん新見屋

一天たらいうどん

たこ焼き

南風

住所【土成町宮川内上畑１００−１】

住所【土成町宮川内上畑９３−３】

販売場所【アワーズ、夢市場等】

電話【088-695-2068】

電話【088-695-2257】

電話【090-1324-0320】

お持ち帰り【11:00～売切れまで】

お持ち帰り【10:30～15:00】

お持ち帰り【ご確認下さい】

定休日【月曜日】

定休日【お問い合わせください】
たらいうどんの生麺と出汁の

うどん弁当数量限定です。
事前に電話予約をお願いします。

販売です。不定休の場合があり
ますので、事前にお電話ください。

阿波市の“食”支援企画

2020 年 5 月 24 日現在

新型コロナウイルスの影響で、お客様に来てもらえないというお店のピンチ！が増えています。
一方、外出自粛が続く中、自宅でお店の味を楽しみたい！という人も増えています。
そこで、緊急企画として、阿波市の“食”をテイクアウトできたり、配達したりしてくれる飲食店の情報を集めました。
お家でおいしく、阿波市の「小さな味の旅」をお楽しみください！
※掲載情報が変更される場合があります。注文時は事前に各店舗へお問い合わせくださいませ。

(阿波市観光協会)

各種たこ焼きございます。
右記 QR コードで営業カレンダー
をご確認下さい。

配達可

やわらかからあげ

食パン工房オーク

きららカフェ

シュガースポット

住所【土成町成当７９３】

住所【市場町香美渡１０−１】

住所【市場町大俣宇佐１５９−１】

電話【080-6393-4696】

電話【0883-36-7100】

電話【0883-36-1365】

JA 夢市場、阿波食ミュージアム、あいさい広場に

お持ち帰り【10:30～15:30】

お持ち帰り【火、木、金の 10:00～16:00】

て販売中。
店舗にて受け渡し場合、２日前まで
の予約で当日 13:00～17:00 の間に
お引渡し。

定休日【土曜日・日曜日・祝】

定休日【月・水・土・日】

当日９時までにご予約お願いします。
数量によって配達可能ですので、
お問い合わせください。

売り切れの場合がございますので、
事前に確認やご予約をお願いします。

土柱どんどん

つづきのお弁当

お好み焼き

みちくさ

アワシャンティ

住所【土成町土成南原 321】

住所【土成町土成南原 320-23】

電話【0883-30-3311】

電話【088-695-3465】

電話【090-6799-9949】

お持ち帰り【11:00～14:00/17:00～20:00】

お持ち帰り【11:00～20：00】

お持ち帰り【11:30～売切れまで】

定休日【お問い合わせください】

定休日【水曜日】

からあげ弁当、フライドチキン、
手羽先、サイドメニューあります。
電話で事前にご確認お願いします。

お好み焼き全般お持ち帰り
できます。事前予約しておくと
スムーズに受け渡しできます。

定休日【不定休】
本格インドカレーをご自宅で
味わえます！不定休ですので事前に
電話にて確認お願いします。

お好み焼き

阿波食品

ありもん

住所【阿波町大道北 50-1】

ゴチッス。

Spoon cafe

焼肉・中華そば

ともえ

住所【土成町吉田川久保 193-1】

住所【阿波町中坪 342-9】

住所【市場町香美原田 248-2】

電話【088-695-5675】

電話【0883-35-7467】

電話【0883-36-2427】

お持ち帰り【11:00～14:15/17:00～21:00】

お持ち帰り【11：00～売切れまで】

お持ち帰り【11:00～14:00/17:00～21:00】

定休日【毎月第 3 月・火曜日】

定休日【水曜日・第１第３火曜日】

定休日【火曜日】

お好み焼き全般(もんじゃ焼きを除く)、
お持ち帰りできます。事前予約して
いただけるとスムーズにお渡しできます。

要事前予約。当日の予約受付は
8:00～10:00 までです。
時間外予約は公式ラインより可能。

お肉料理、オードブルなど
多数メニューあります。お昼受け取り
の方は前日までに予約お願いします。

住所【土成町土成字美緑 210-1】
電話【088-695-2206】

住所【阿波町桜ノ岡１６２】

住所【阿波町居屋敷 220】

お持ち帰り【8:00～17:00】

電話【0883-35-3808】

電話【090-8692-4308】

お持ち帰り【10:00～13:00】

お持ち帰り【お問い合わせください】

定休日【不定休】
必ず事前にお電話にて注文
お願いします。当日注文は 9：30AM
まで。合計 3,000 円以上、阿波町内
(15 分圏内)はデリバリーいたします。

定休日【不定休】

定休日【水曜日・日曜日】
お肉、おかずセットあります！
忙しいママさんを助ける身体に
優しい冷凍食品販売中！

配達可

阿波市役所(11:40 頃～12:10 頃まで)、
阿波運転免許センター内などにて
お弁当販売中。

当チラシの内容は、阿波市観光協会
のホームページ、インスタグラムで
発信していますのでご覧ください。

おるがの食堂
企画・お問い合わせ 一般社団法人 阿波市観光協会
TEL : 0883-35-4211 FAX : 0883-30-1207 URL : https://www.awa-kankou.jp/
❖心でつながる、阿波の空。コロナショックを皆でのりこえよう！
協賛 一般社団法人 吉野川青年会議所
❖吉野川青年会議所は、阿波市の観光業、飲食業を応援いたします！

住所【市場町香美秋葉本 69-3】
電話【0883-36-1092】
お持ち帰り【11：00～14：00/17:00～19：30】
定休日【水曜日】
仕込み数の都合により売り切れの
場合がございます。事前にお電話で
お問い合わせください。

居酒屋番長

魚清

松尾餃子店

住所【市場町市場上野段 579-1】

住所【吉野町柿原二条 55-2】

住所【市場町大影境目 5-4】

電話【0883-36-2997】

電話【088-696-2210】

電話【0883-36-3936】

お持ち帰り【11:00～20:00】

お持ち帰り【11:00～18:00】

お持ち帰り【お問い合わせください】

定休日【お問い合わせください】

定休日【水曜日】
各種お弁当、居酒屋メニュー、
電話で事前予約していただけると
スムーズにお渡しできます。

定休日【お問い合わせください】

電話で事前予約していただけると
スムーズにお渡しできます。

不在の場合があるので
必ず事前に電話確認お願いします。

食べて応援しよう！阿波市の“食” ★情報をご提供ください！
阿波市観光協会では、今後も引き続き情報を集め、各種メディアで随時発信していきます。
テイクアウトや配達、出前、移動販売など、新しく始めた事業者さんの情報がありましたら是非ご提供ください！

配達可

大福うどん

焼き鳥居酒屋 鳥純

土柱ランド新温泉

うどん亭 八幡

住所【土成町土成南原 336-8】

住所【阿波町桜ノ岡 165】

住所【市場町大野島新ノ池８−１】

電話【080-3922-8989】

電話【0883-35-3431】

電話【0883-36-5327】

お持ち帰り【16:00～20:00(お持ち帰り)】

お持ち帰り【10:00～12:00/15:00～17:00】

お持ち帰り【11:00～19:00（お持ち帰り）】

定休日【日曜日】

定休日【お問い合わせください】

定休日【お問い合わせください】

唐揚げ、手羽先、鳥串カツもあります。
電話で事前予約していただけると
スムーズにお渡しできます。

お弁当は前日 15 時までに、陶板焼きは
当日 15 時までにご注文下さい。
阿波町全域及び当館より 15 分圏内は
配達いたします。

お弁当、おかず、仕出し料理あります。
電話で事前予約していただけると
スムーズにお渡しできます。

吉本屋

ハートプラザ住友
住所【土成町土成大法寺 8】

住所【阿波町南五味知２２１】

電話【088-695-2010】

電話【088-695-3224】

電話【0883-35-2250】

お持ち帰り【11:00～14:00】

お持ち帰り【お問い合わせください】

販売先【ショッピングプラザアワーズ、JA 夢市場、

定休日【不定休】

定休日【年中無休】

予約していただけるとスムーズに
お渡しできます。

お弁当、寿司、オードブル、
皿鉢料理あります。
阿波市内配達いたします。
事前にお電話で注文お願いします。

鳥っ子
住所【吉野町市ノ本 765-1】

電話【0883-36-3063】

電話【090-1575-0938】

電話【088-696-3978】

お持ち帰り【11:00～15:00/17:00～20:00】

お持ち帰り【11:00～13:00/17:30～21:30】

お持ち帰り【15:30～売り切れ or18:45 迄】

定休日【月曜日】
おでん、お好み焼き、
手羽先、焼き鳥
お持ち帰りできます。

定休日【火曜日・第一日曜日】
オードブル、お持ち帰りメニュー、
お弁当あります。前日までに
ご注文ください。

定休日【水曜日】
事前に電話で注文する際には、
お店のオープン前にされることを
オススメいたします。

このみ家

居酒屋

和

住所【市場町山野上字大西２１９－２】

住所【市場町香美字善入寺 114-1】

住所【市場町香美字西野神 7-1】

電話【0883-36-3549】

電話【0883-36-4201】

電話【0883-36-8588】

お持ち帰り【9:00～17:00】

お持ち帰り【11:00～14:00/17:00～21:00】

お持ち帰り【11:00～14:30(お弁当は月～木)】

定休日【不定休】
二日前までの注文お願いします。
にぎり、各種弁当、法事会席料理、
お子様弁当もございます。

定休日【火曜日】
お好み焼き、焼きそば、焼うどん
各種お持ち帰りできます！事前に
注文していただくとスムーズです。

定休日【水曜日】
事前に注文いただけるとスムーズ
です。お弁当は月～木のお昼対応。
オードブル、一品メニューあり。

活魚 松永

住所【土成町吉田字芝生の一 1-4】

お弁当各種ございます。電話で事前

喰

住所【吉野町西条西大竹 88-4】

お料理・仕出し かしわで

配達可

大衆酒場

住所【市場町大俣原渕 126-7】

JA 阿波町土柱の里】

本館での販売は行っておりません。
尚、各種弁当・法事会席料理の
ご予約承ります。

やまじゅう

焼肉和華

カフェレスト

とき

住所【土成町水田堂ヶ池１３６−９】

住所【土成町郡字原 197-1】

住所【土成町水田月成１８７】

電話【088-695-5511】

電話【088-624-7457】

電話【088-695-2305】

お持ち帰り【9:00～19:00】

お持ち帰り【11:00～17:00】

お持ち帰り【10:00～売り切れ迄】

定休日【不定休】
寿司、うどん、丼もの
お持ち帰りメニュー多数あります。
店頭受け渡しのみです。

定休日【木曜日】
焼肉丼、鳥マヨ丼あります。
個数に限りがございますので、
要事前予約でお願いします。

定休日【月曜日】
お持ち帰りメニュー各種あります。
前日までに注文いただけますと、
スムーズに引き渡し可能です。

配達可

レストラン秋月

阿波ノ北方農園

たこ部屋

住所【土成町吉田梨木原１】

住所【阿波町下喜来南２０２】

住所【土成町宮川内公ノ下 44】

電話【088-695-4615】

電話【0883-35-2577】

電話【090-8699-6077】

お持ち帰り【11:00～15:00/17:00～20:30】

お持ち帰り【金曜日夕方お渡し】

お持ち帰り【11:00～売切れまで】

住所【吉野町柿原原２２４−２】

住所【吉野町西条築地 56-6】

住所【市場町香美宇西野神 180-1】

定休日【第４水曜日】

※金曜日限定（5/29 にて終了予定）

定休日【水曜日】

電話【088-615-1991】

電話【088-696-2577】

電話【0883-36-1336】

お持ち帰り【11:00～14:00/17:00～2１:00】

お持ち帰り【10:30～19:00】

お持ち帰り【11:00～15:00/17:00～23:00】

定休日【水曜日】
土日は夜のみの対応となります。
単品、オードブル、もつ鍋セット
など各種お持ち帰りあります。

定休日【なし】
出前・配達は町内のみ可能。

定休日【第１・第３木曜日】

(16 時までの注文)数量などによっては
配達エリアご相談承ります。

お弁当、お店メニュー全て
お持ち帰り可能です。

お弁当のご予約は前日 21 時までに
お願いいたします。
各種弁当ございます。

お弁当、スープ、デザートの
セットです。２日前の水曜日までに
ご予約をお願いします。

たこ焼き、パンダ焼き(あんこ)
ございます。事前に営業の
確認お願いします。

家族酒場 祭々

手打ちうどん

どんどん

順金閣

