
※おかずのみも承ります。

※予算に応じてお作りします。

※写真は2人前。

■共同企画／松川町商工会・松川町料飲組合・松川町
■事務局／（一社）南信州まつかわ観光まちづくりセンター
　　　　　まつかわ旅の案内所（松川町大島2788-1）

ウェブサイトでも公開しています　dansuki.jp 最新情報はこちら

☎0265-36-5727
 9：00～18：00　　11：30～14：00／17：00～20：30

★たかさご丼
880円【税込】

★たかさご釡めし
1,090円【税込】

F

お渡し時間F お電話でのご注文受付時間昼・夜ともにお渡し可能 夜のみお渡し可能

 10：30～13：00／17：00～19：30（事前予約も可能です）　　11：00～13：30／17：30～20：00F  11：00～19：00　　11：30～13：30／16：30～19：30

★おまかせ握り 寿
　　（一人前）

2,000円〈税抜〉 ★日替わり弁当 750円〈税抜〉

★おまかせ握り
　華（一人前）

1,200円〈税抜〉
★生太巻

2,500円〈税抜〉

F

味の里 まつかわ味の里 まつかわ
☎0265-36-7122（同FAX）／090-7193-9390（代表）
事前予約制です・お電話又はFAXで　　ご注文後ご相談に応じて

★野菜たっぷり
　健康弁当 650円【税込】

★肉と魚で
　楽しみ弁当 850円【税込】

★超お得！たっぷりオードブル
　一皿 3,000円【税込】

F

☎0265-36-3116
 9：00～19：30　　11：00～20：00F

●おかずのみもできます。　
●他にもメニューがあります。お問い合わせください。

松川町生田6029-2

割烹 たかさご割烹 たかさご 松川町元大島3807-3
定休日／不定休 カーピット アルルカーピット アルル 松川町元大島753-5

定休日／火曜日

★にぎり10カン
1,000円【税込】

★バラちらし
1,000円【税込】

★かつ丼
700円【税込】

★玉子焼き
大1,000円・小500円【税込】

●他にもお店の中のメニューもお持ち帰りできます。
　お気軽にお問い合わせ下さい。（寿司・丼物・おつまみなど）

●テイクアウトはお店のメニューから選んで頂けます。
　おまかせ弁当などもやっておりますので、お電話でお問い合わせください。

※写真は見本です。（テイクアウト用に詰め替えます）

※その他ご予算に応じてお作り致します。

いずぎん・寿司いずぎん・寿司
☎0265-37-2338

10：00～19：00　　11：30～19：45F

松川町上片桐3851
定休日／不定休

★ファミリー向けの皿盛
例4,000円～〈税抜〉

★冷たいメニュー
　冷やし中華
　冷やしタンタンメン

★皮から手作り餃子
　シューマイ
　焼小籠包

★一品料理
　唐揚げ・酢豚
　マーボドーフ

北京料理 大西楼北京料理 大西楼
☎0265-36-5713

11：00～19：00　　11：00～20：00（相談に応じます。朝一でも可）F

松川町元大島1569-8-9
定休日／月曜日

★お好み焼き
　豚玉
　イカ玉
　エビ玉
　全部玉

700円【税込】
750円【税込】
750円【税込】
850円【税込】

★広島焼
750円【税込】

★やきそば・やきうどん・うそやき
各600円【税込】

鉄板焼 来んさい家 松川店鉄板焼 来んさい家 松川店
☎0265-48-5208

10：00～17：00　　10：00～17：00F

松川町上片桐2856-3
定休日／日曜日

★ハンバーグ弁当
800円【税込】

★ミックスフライ弁当
700円【税込】

★豚キムチ弁当
700円【税込】 800円【税込】

★天丼 ★五目丼
600円【税込】

●その他弁当、丼物、折、おつまみオードブルなど、ご相談
　ください。前回掲載のメニューも引き続き注文可能です。

食事処 匠味食事処 匠味
☎0265-36-3831

松川町元大島5121-5
定休日／火曜日

●おまかせ握りは、仕入れの内容によって
　ネタが変わる場合があります。

●その他すべてのメニューがテイクアウトできます。

旬処 寿司 政旬処 寿司 政
☎0265-36-2270

松川町元大島3836-16
定休日／月曜日

★オードブル

★ご当地丼№1 ごぼとん丼
900円【税込】

★元祖　肉丼
700円【税込】

★から揚げ弁当
800円【税込】

★とんかつ弁当
900円【税込】

●他ご予算により各種弁当承ります。

※オードブルとさしみ盛り
は時期によって内容が異
なります。
　（写真は見本です）

美富久美富久
☎0265-36-2226

 9：00～15：00　　11：00～19：00F

松川町元大島3138-8
定休日／不定休

★八百屋のカレー
400円【税込】

★八百屋のサラダ
100円【税込】

★大人の麻婆豆腐
500円【税込】

★さしみ盛り

ご予算に応じて

ご予算に応じて

●カレー、サラダ、麻婆豆腐は当日も可、
　オードブル、さしみは3日前までのご予約。

三河屋商店三河屋商店
☎0265-36-2264

当日10：00まで　　11：00～19：00F

松川町元大島3132-1
定休日／水曜日

松川町ぐるめし家で
たべよう
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★みんなで
　旬を味わぉー
　「にっぱちの
　　    皿盛り」
　1人前

★すばるセット①
　　ハンバーグ・エビフライ・エビピラフ・サラダ

★すばるセット②
　　ハンバーグ・エビフライ・スパゲティ・サラダ

★ピザ20cm
★ピザ30cm

1,100円〈税抜〉

1,100円〈税抜〉

1,000円〈税抜〉
1,600円〈税抜〉

★ソースカツ丼
★ソースヒレカツ丼
★ミックスフライ盛
　　エビフライ2本・ヒレカツ2枚・ハンバーグ

★スパゲティー・
　ピラフ各種

1,100円〈税抜〉
1,300円〈税抜〉
1,400円〈税抜〉

750円〈税抜〉

☎090-7413-9863
 前日までのご予約をお願いします　　11：30～13：00／17：00～19：00

★黒豚ジャンボメンチカツ
　サラダ付き 700円【税込】

★黒豚ジャンボメンチカツ+串カツ
　サラダ付き 1,100円【税込】

★串カツ　サラダ付き 400円【税込】

F

★シフォンケーキ　1ホール
1,300~1,500円【税込】

★シフォンケーキ　四分の一カット
400~450円【税込】

★シフォンケーキ　二分の一カット
750~800円【税込】

★焼きたてパン・手作りサンドイッチ各種
★名物山賊むすび
★手作りパーティーサンド皿盛

130円【税込】

（3～4人用） 1,200円【税込】
（5～7人用） 1,800円【税込】
（7～9人用） 2,400円【税込】

★やきとり盛合せ（10本）
★徳八コロッケ（5ヶ）
★さんさんファーム
　黒豚メンチかつ（5ヶ）
★オードブル（3～4人前）
★おまかせピザ
★信州牛もつ鍋（2人前）

1,800円【税込】
1,300円【税込】

1,600円【税込】
4,000円～【税込】

1,200円【税込】
2,500円【税込】

★スペアリブ（一人前大小2本）
大きさによる880円～〈税抜〉

★じゃがピザ
900円〈税抜〉

★とりモモ1枚焼
750円〈税抜〉

★野菜入玉子焼
650円〈税抜〉

★大根ホタテサラダ
650円〈税抜〉

など

●お皿をご持参ください。
●本数・品物は組み合わせ自由です。

●店内メニューお持ち帰り可能な品は何でも
　お造りします。マーくんポイント5倍進呈。

※数に限りが
　あります。 ※人数分お作りします！

★まぜソバ 900円【税込】 ★チャーシュー丼 770円【税込】 ★焼き餃子 390円【税込】

麺屋 やんちゃ麺屋 やんちゃ
☎0265-37-3005
11：00～　　11：30～F

松川町上片桐2164-1
定休日／火曜日、第1・第3月曜日

★おうちでバーベキュー黒豚肉セット
　（2人分・450g） 1,450円【税込】

★特選　黒豚ロースとんかつ
　（1枚） 695円【税込】

★黒豚 もつ煮込み
800円【税込】

さんさんファーム森の家さんさんファーム森の家
☎0265-36-6608

 9：00～17：00　　11：00～17：00F

松川町大島2995
定休日／月曜日

 10：00～19：00（当日2時間前までにご注文ください）　　11：30～20：00F

★ロコモコ丼
850円【税込】

★鶏モモから揚げ丼
850円【税込】

★エビのジェノベーゼパスタ
　サラダ付き

850円【税込】 850円【税込】

★彩り野菜のカポナータパスタ
　サラダ付き

★４種チーズのカルボナーラパスタ
　サラダ付き

850円【税込】

●ピザMサイズ（税込み：1,200円）。その他のメニュー、オードブルも（3,000円
～※要前日までの予約）ご予算に合わせてお作りいたします。ご相談下さい。

MILK BOXMILK BOX
☎0265-36-5887

松川町元大島3728-8
定休日／日・月曜日

Café メケメケ食堂Café メケメケ食堂 松川町大島3288
定休日／火・水・木曜日

☎0265-36-2457
当日は10時まで。前日までのご予約が確実です。　　11：30～19：00

★そばつゆで玉子焼き
★もつ焼き 650円〈税抜〉

500円〈税抜〉1,100円〈税抜〉

F

●その他ご予算に応じてお作りします！

そば打ち にっぱち庵そば打ち にっぱち庵 松川町元大島1447-13
定休日／火曜日

●他にお店のメニューの中よりテイクアウトできます。
　お弁当1,000円より御用意致します。

カフェレスト すばるカフェレスト すばる
☎0265-36-5725

8：30～19：00　　10：30～19：30F

松川町元大島1353-22
定休日／金曜日

●配達も致します。お問い合わせください。

おかしの国 フカツおかしの国 フカツ
☎0265-36-2043

8：30～19：00　　9：00～19：00F

松川町元大島1471-1
定休日／月曜日

●燻製ミックスナッツ・カフェシフォン特製七味唐辛子もあります。
　ホール2個以上のお買い上げで宅配も承ります。

カフェ シフォンカフェ シフォン
☎0265-36-4830

 11：30～17：30　　個々に対応させていただきますF

松川町元大島1573-5
定休日／水・木曜日、祝日

居酒屋 徳八居酒屋 徳八
☎0265-36-2387

全商品前日18：00まで　　16：00～19：00F

松川町元大島3839-5
定休日／テイクアウトは不定休

小料理 ふみ小料理 ふみ
☎0265-36-2157・090-8743-7433

当日13：00まで　　17：00～F

松川町元大島1480
定休日／月曜日

★海鮮丼
1,000円~【税込】

★豚キムチ丼
700円【税込】

★生姜焼き丼
700円【税込】

★豚丼
700円【税込】

★みんなで焼き魚
ホッケ大 1,200円【税込】
ホッケ中 700円【税込】
サバ 600円【税込】

ブリカマ 700円【税込】
★かる～く焼き魚
　北海道産こまい／姫たら／ししゃも

各500円【税込】

●皿盛り、丼物、刺身盛りなどもご用意
　できます。配達もできます。（要相談）

粋な居酒屋 よかよか粋な居酒屋 よかよか
夜／☎0265-36-6639・日中／090-9336-2545
9：00～19：30　　16：30～20：00（前日注文で11：00～可能）F

松川町大島476-1
定休日／月曜日

タクシーでデリバリーしますタクシーでデリバリーします

①ご注文 注文品

③注文品
④支払

②依頼

30分（1～5品）まで
ワンコイン
デリバリー

タクシーがテイクアウト商品を配達します。

デリバリーのお申し込み先、お問合せは…
マルモタクシー：☎36-3333

①お客様が各飲食店へメニューの注文とタクシーデリバリーの
利用の旨を伝える。
②お客様がマルモタクシーへもデリバリーの申し込みを行う。
③タクシーがお客様の元へ商品をお届けします。お店からお届
け先まで、1顧客（1～5品・オードブル1品まで）30分基本
500円～。以後注文品数により＋500円・時間延長10分ごと
に＋300円。
④タクシーの配達員に、商品代金と配達料金をお支払いくだ
さい。

ご
利
用
の
流
れ


