
 

土成町 

第２弾！ 

新型コロナウイルス感染症の拡大で、深刻な影響を受けて
いる阿波市内飲食店を応援するため、おいしくて安心♪
の阿波市お持ち帰り商品の情報をお届けします！ 

２０２１年４月１６日現在 

吉野町 ※注文時は事前に各店舗へお問い合わせください。 

阿波市テイクアウトで景品を GET！ 

※期間限定です。 
※各店舗、配布分無くなり次第終了。 
※詳細は阿波市観光協会ホームページ 
にてご確認ください。詳細はコチラから▷ 

移動販売 

魚清 

日替わり弁当 ￥860 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇とんかつ弁当 ￥860 

◇からあげ弁当 ￥700 

◇だし巻き弁当 ￥700 

受け渡し 1時間半前までに注文お願いします。 

法要・会席弁当など、ご予算に応じてご用意できます。 

魚清 

TEL：088-696-2210 
営業 11:00～18:00(持ち帰り) 
定休日 不定休 
吉野町柿原二条 55-2 

鳥っ子 
TEL：088-696-3978 
営業 15:30～18:30 
定休日 水曜日 
吉野町五条市ノ本765-1 

ご予約は数日前から可能。

12 時～お電話にて受け付

けております。(定休日除く) 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
おすすめセット(画像) ￥2,000 
モモ焼き ￥400 
ズリのから揚げ ￥400 
ナンコツのから揚げ \200 

家族酒場 祭々 
TEL：088-615-1991 
営業 17:00～ 
定休日 水曜日 
吉野町柿原字原 224-2 

11 品を盛り込んだオードブル

は前日までの要予約。各種商

品の渡しは営業時間内です。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
祭々特製オードブル(約 5人前) \5,500 
もつ鍋セット(4人前) \2,800 
骨付鳥 若鶏 \850 
ピザ \750 

手打ちうどんどんどん 
TEL：088-696-2577 
営業 10:00～19:00 
定休日 お問い合わせください 
吉野町西条築地 56-6 

出前・配達は町内のみ可能。 

数量などによっては配達エリア

ご相談承ります。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
やまかけうどん(画像) \650 
巻き寿司 \250 
お好み焼き(肉玉焼き) \550 
かつ丼 \650 

日本料理 天楽 
TEL：0120-672-053 
営業 8:30～17:30 
定休日 不定休 
吉野町西条字町口 209-3 

大切な場に笑顔を添えるお料
理やご法事のお料理を提供し
ています。ご予算に応じたお
料理や配達もできます！ 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
会席弁当(画像) \4,320 
すし盛合せ(5人折り) \5,400 
皿鉢(5人盛り) \10,800 
行楽弁当 \2,160 

やまじゅう 
TEL：088-695-5511 
営業 10：30～20：30 
定休日 不定休 
土成町水田字堂ヶ池 136-9 

当日注文でも出来ます。から
あげ、うどん、天ぷら、丼物、
刺身など各種お持ち帰りでき
ます。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
三人盛り寿司(画像) \2,100 
にぎり寿司 \930 
盛合せ寿司(松) \830 
鶏モモ肉からあげ \420 

カフェレスト とき 
TEL：088-695-2305 
営業 7:00～17:00 
定休日 月曜日  
土成町水田月成 187 

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。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 

ミックスサンド ￥450 （画像） 

ビーフカレー弁当 ￥880 

豚肩ロース スタミナ焼き弁当 ￥880 

 

吉本屋 

ミックスフライ弁当 ￥800
＋税 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇とんかつ弁当 \700 

◇から揚げ弁当 \700 

◇牛スタミナ焼き弁当 \800 

 

お弁当各種ございます。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 

TEL：088-695-2010 
営業 11:00～14:00 
定休日 日・月(ランチ休み) 
土成町吉田字芝生の―1-4 

御所の郷 レストラン秋月 

日替わり弁当 ￥500 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇から揚げ弁当  ◇ロースカツ弁当 各\600 

◇エビフライ弁当  ◇ハンバーグ弁当 各\600 

◇法要弁当 \3,000～ 

祝事・法要などの各種弁当をご予算に合わせてご

用意します。また、テイクアウトメニューもあります。 

レストラン秋月(御所の郷内) 

TEL：088-695-4615 
営業 11:00～15:00/17:00～20:30 
定休日 第 4水曜日 
土成町吉田梨木原 1 

阿波町 ※注文時は事前に各店舗へお問い合わせください。 

穂つま屋 
TEL：0883-35-5771 
営業 11:15～19:45 
定休日 火曜日 
阿波町勝命３２４−３ 
前日の 15 時までの注文でお
渡しできます。事前にお電話く
ださい。尚、4/29～5/5 は注
文お受けできません。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
さば棒寿司(画像) \650 
手羽先からあげ \300 
鳥からあげ \490 
各うどん \各店内定価 

麵屋えびす丸 
TEL：080-6386-9984 
営業 11:00～15:00 
定休日 火曜日 
阿波町大道北 50-1 
丼物はハーフサイズ(\300)
もできます。容器代+10 円
いただいております。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
焼豚丼(画像) \500 
からあげ 5個入り \350 
焼飯 \500 
鳥皮ギョーザ \500 

シティ・ランド 
TEL：0883-35-5388 
営業 11:00～19:00 
テイクアウト可能は月・金 
阿波町中坪 364-5 
その他、ご希望により自由に
組み合わせ出来ます。注文は
事前にお電話ください。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
サラダ＋唐揚げピラフ(画像) \700 
和風ピラフ＋唐揚げパック \700 
エビピラフ＋唐揚げパック \700 
サラダ＋唐揚げ orギョーザ \500 

ほかほか弁当 阿波町店 

からあげ弁当 ￥480 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇エビチキン弁当 \580 

◇焼肉弁当 \650 

◇とりそぼろ弁当 \420 

団体様のご予約承ります。 

予算に応じてお作りいたします。 

ほかほか弁当 

TEL：0883-35-7351 
営業 7:30～19:30 
定休日 年末年始 
阿波町大道北 230-2 

活魚 松永 

活魚松永のおもてなし弁当 

◇さしみ弁当 \2,700 

◇にぎり寿司弁当 \2,500 

◇ウナギ弁当 \2,500 

◇すき焼き弁当 \2,200 

◇牛タタキ弁当 \2,200 

贅沢弁当 ￥3,000 

活魚 松永 

ご注文は 3日前までにお願い致します。 

TEL：0883-35-2250 
営業 8:30～22:00 
定休日 不定休、第３水曜日 
阿波町南五味知 221 

Spoon cafe 

Spoon cafe 

TEL：0883-35-7467 
営業 11:00～売切れ迄 
定休日 水曜日・第１第３火曜 
阿波町中坪 342-9 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇タコライス \600 

◇タコ&から \750 

当日までにお電話いただくか、来店時にご

注文ください。電話予約がスムーズです。 

からあげ ￥650 

土柱ランド新温泉 

土柱ランド新温泉 

TEL：0883-35-3431 
営業 9:00～17：00 
定休日 お問い合わせください 
阿波町桜ノ岡 165 

季節の行楽弁当 B ￥2,000 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇季節の行楽弁当 A \1,000 

◇季節の行楽弁当 C \3,000 

◇季節の行楽弁当 D \4,000 

要予約です。2,000円以下の弁当は前日 17時ま
で、2,000 円を超える場合は３日前の１７時までに
ご予約お願いします。 

土柱どんどん 

土柱どんどん 

TEL：0883-35-3808 
営業 11:00～20:00 
定休日 不定休 
阿波町桜ノ岡 163-3 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇平日昼限定 親子丼 \500 

◇平日昼限定 カツ丼 \550 

※当日９時までの注文 

平日・昼限定・日替わり弁当に関しましては、２日
前、10個以上の注文でお受けしております。 
その他、各種お弁当ご注文いただけます。 

平日・昼限定 日替わり弁当 \540 

やわらかからあげ ありもん 

南風(たこ焼き) 
☎090-1324-0320 

次郎(たこ焼き) 
☎090-4507-7906 

やわらかからあげ ありもん 

TEL：0883-30-3311 
営業 11:00～14:00/17:00～20:00 
定休日 お問い合わせください 
阿波町大道北 50-1 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇やわらかからあげ(中) \515 

◇チキン南蛮(中) \615 

◇甘辛チキン(中) \615 

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。 
電話予約でスムーズに受け渡しできます。 

手羽先 １本 ￥135 

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 徳島県阿波市阿波町東原 173-1 
協力： 一般社団法人 吉野川青年会議所 

各店舗の出店スケジュールは 

下記の QR コードより 

ご確認ください。 

メニュー 
◇ソース・マヨソース 

◇ホワイトソース 

◇岩塩 

◇ゆず岩塩 

◇素焼き 

各５００円 

 

メニュー 
◇タコ焼き \450～ 

◇阿波和三盆カステラ 

         \500～ 
 
和三盆カステラ、 
『チョコレートソース or
生クリーム付き』 

 

 

チラシ掲載店でテイクアウトをするごとに応募券

がもらえます！集めて景品と交換しよう！ 



 

市場町 

お好み焼き みちくさ 

お好み焼き みちくさ 

TEL：088-695-3465 
営業 11:00～20:00 
定休日 水曜日 
土成町土成南原 321 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇みちくさ焼き \1150 

◇ブタ天玉 \770 

◇スペシャル(ミックス焼き) \850 

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。 

イカ玉モダン ￥710 

食パン工房オーク 

阿波ノ北方パン 各種 

食パン工房オーク 
TEL：080-6393-4696 
土成町成当 793 

アワシャンティ 

カレーセット ￥1,100 

アワシャンティ 

TEL：090-6799-9949 
営業 11:30～売切れ迄 
定休日 不定休 
土成町土成南原 320-23 

焼鳥居酒屋 鳥純 

焼鳥居酒屋 鳥純 

TEL：080-3922-8989 
営業 16:00～20:00(お持ち帰り) 
定休日 日曜日 
土成町土成南原 336-8 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇焼き鳥 ねぎま １本 \120 

◇鳥串カツ１本 \150 

◇とりの唐揚げ(４個) \450 

焼き鳥 もも１本 \110 

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。 

ハートプラザ住友 

ハートプラザ住友 

TEL：088-695-3224 
営業 お問い合わせください 
定休日 年中無休 
土成町土成大法寺 8 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇ステーキ弁当(華) \2,700 

◇ローストビーフ弁当 \3,110 

◇ステーキ弁当(福) \4,730 

人気の国産牛ステーキ弁当 1,598 円より各種！ 
詳しくは、お問い合わせ、ホームページをご覧ください。 

 
ボリューム満点！ 
住友の肉弁当 ステーキ弁当(梅) \1,598 

お好み焼き ゴチッス。 

お好み焼き ゴチッス。 

TEL：088-695-5675 
営業 11:00～14:15/17:00～21:00 
定休日 毎月第３ 月・火 
土成町吉田川久保 193-1 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇イカ玉モダン \968 

◇豚焼きそば・うどん \748 

◇手羽先からあげ(５本) \605 

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

豚玉 \748 

わはは 

わはは 

TEL：088-637-8236 
営業 10：00～14:00 
定休日 お問い合わせください 
土成町吉田字寺ノ下 1-1 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇パウンドケーキ １本 \500 

◇カレー \450 

◇ハンバーガーセット \450 

自然素材のスイーツを中心に販売しています。 
バースデーケーキ等オリジナルスイーツ制作も 
受け付けています。 

わははクッキー各種 \150 

たこ部屋 

たこ部屋 

TEL：090-8699-6077 
営業 11:00～売切れまで 
定休日 水曜日 
土成町宮川内公ノ下 44 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇パンダ焼き(あんこ) \100 

◇パンダ焼き(鳴門金時) \100 

事前に営業の確認お願いします。 

たこ焼き(８個入り) \300 

一天たらいうどん 

一天たらいうどん 

TEL：088-695-2257 
営業 10:30～15:00 
定休日 お問い合わせください 
土成町宮川内字上畑 93-3 

生麺とつゆのセットです。１パック２人前
(300g)で 400円となっております。予約い
ただけるとスムーズにお渡しできます。 
不定休のため、事前にお電話ください。 

たらいうどん麺 \400 

道の駅どなり 

道の駅どなり 

TEL：088-695-5405 
営業 10:00～17:30 
定休日 月曜日 
土成町宮川内字平間 28-2 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇唐揚げ弁当 \500 

◇ポテト \200 

◇チキンナゲット \200 

10:00～14:30 までご注文承ります。多数購入希望
の方はお電話にてお問い合わせください。 
11月～3 月は営業時間 17:00まで。 
 

日替わり弁当 \500 

まんま家 

まんま家 

TEL：080-9838-6348 
営業 11:00～14:00 
定休日 不定休 
土成町高尾法教田 81 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇とんかつ弁当 \600 

おかずは、その時の旬のものや値段により

変更しますので、要相談。 

前前日までにご予約ください。 
おかず、値段、数量などご相談承ります。 

からあげ弁当 \600 

お料理・仕出し かしわで 
TEL：0883-36-3549 
営業 9:00～22:00 

定休日 不定休 
市場町山野上字大西 219-2 

各種弁当 1,000 円からご用意

できます。事前にお電話にてご

予約お願いします。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 

季節弁当(画像) \3,500 
上にぎり \1,500～ 
ステーキ弁当 \2,500 

このみ家 
TEL：0883-36-4201 
営業 11：00～14:00/17:00～21:00 

定休日 火・水 
市場町香美字善入寺 114-1 

お好み焼き・焼きそば等各種お

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。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 

豚玉(月見トッピング)(画像) \700 
ミックス玉 \850 
ネギ焼(すだちポン酢味) \700 
ホルモン焼うどん(みそ味) \800 

大福うどん 

TEL：0883-36-3063 
営業 11：00～15:00/17:00～20:00 

定休日 月曜日 
市場町大俣原渕 126-7 

予め事前に電話にてご注文下
さい。混雑状況によりお受け
できない場合がございます。 

【お持ち帰りメニュー(一部)】 
焼き鳥 皮串 \100/一本 
手羽先(一人前) \300 
おでん各種 \90/一個 
バッテラ寿司 \330 

焼肉・中華そば ともえ 

焼肉・中華そば ともえ 

TEL：0883-36-2427 
営業 11:00～14:00/17:00～21:00 
定休日 火曜日 
市場町香美字原田 248-2 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇牛１００％煮込みハンバーグ \950 

◇ハラミ焼肉重２００ｇ \1,400 

◇オードブル \5,000 

 

その他焼肉屋ならではのこだわりの食材を使用した
メニューは、ホームページでご覧ください。 
ご注文は前日でお願いします。(ホームページ下記 QR) 

柔らか牛ヒレ or リブロースのビフテキ重 \1,500 

きららカフェ 

きららカフェ 

TEL：0883-36-7100 
営業 10:30～15:30 
定休日 土・日・祝 
市場町香美字渡 10-1 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇お惣菜 \100～ 

◇パン各種 \100～ 

日替弁当の他、軽食・パン・焼菓子など
もテイクアウトできます。お弁当の販売は
14 時頃までです。 

日替弁当 \450 

Sugar spot 

Sugar spot 

TEL：0883-36-1365 
営業 10:00～16:00(売切れ終了) 

定休日 月・水・土・日 
市場町大俣字宇佐 159-1 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇阿波小麦のクッキー \210～ 

◇コーヒー、紅茶 \350～ 

 

地元阿波市産小麦を 100％使用して作るスコーン
やクッキーは卵・乳製品不使用。 
体に優しいおやつです。 

阿波小麦のスコーン \180～ 

松尾餃子店 

松尾餃子店 

TEL：0883-36-3936 
営業 お問い合わせください 
定休日 お問い合わせください 
市場町大影境目 5-4 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇餃子各種 \400（1パック 14個入り） 

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。 

手作り冷凍生餃子 \400 

うどん亭 八幡 

うどん亭 八幡 

TEL：0883-36-5327 
営業 11:00～19:00(お持ち帰り) 
定休日 お問い合わせください 
市場町大野島新ノ池 8-1 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇ハンバーグ弁当 ￥680 

◇とんかつ弁当 ￥907 

◇にぎり寿司弁当 ￥1,252 

 

お弁当、おかず、仕出し料理ございます。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。 

彩り弁当 \2,700 

※注文時は事前に各店舗へ
お問い合わせください。 

長年培った技と厳選素材で作る本物のパ
ンをお届けします！ 
JA 夢市場、阿波食ミュージアム、あいさい
広場にて販売中。 
店舗にて受け渡しの場合、２日前までの事
前予約をお願いします。 
 

その他のお持ち帰りメニュー(一部抜粋) 

◇カレールー ￥550 

◇子どもカレー ￥450 

◇おかず ￥350 

事前に営業のご確認お願い致します。 
容器持ち込みは、お値引きします。 

☆食べて応援しよう！阿波市の“食” 掲載情報は随時ホームページで更新します。 【一般社団法人 阿波市観光協会】 


