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1 ハンバーグハウス牛車 東町33-13 38-0375
めんたいワイドで福岡ＮＯ．１に選ばれたハン

バーグセット（180ｇ）￥1,960（税込）
洋食系

店舗販売

テイクアウト

※ソース・ドレッシングと冷凍のハン

バーグ・カレーは、代引き注文可能

ＨＰより注文用紙印刷→ＦＡＸ

木曜日
福岡NO.1の手作りハンバーグ

をご家庭でどうぞ。

2 ピッツェリア・アメニータ 螢川町10-1 65-3122 ピッツァ 洋食系

店舗販売

デリバリー対応可

テイクアウト対応可

火曜日

薪窯で焼きあげる本格ピッツァ

をご自宅でお召し上がりくださ

い！

配達も承っております！

3 幸鮨通町店 通町7-12 38-8600
海鮮ちらし、握りすし

助六すし
和食系

店舗販売

デリバリー対応可

テイクアウト対応可

※配達は現金のみ対応

木曜日

地産地消をモットーに新鮮な

食材をリーズナブルに提供しま

す。

4 中華うどん  一平 六ツ門町21-1 39-5151

中華うどん(2人前) 750円

うどん(2人前) 700円、いなり寿司(2コ)、

玉子丼 650円、親子丼 680円、

カツ丼 720円、他人丼 720円、肉めし 800

和食系

店舗販売

テイクアウト対応可

その他(道の駅くるめ、みづまの

駅)

火曜日

創業昭和8年

当店オリジナルの中華うどん店

です。

5
もつ鍋　田しゅう

久留米店

東町39-27森

光第一ビル1F
46-1166 もつ鍋セット 和食系

店舗販売

テイクアウト対応可
不定休

田しゅうもつ鍋セット　今だけお

野菜付きで販売しております

6 たけ屋
津福本町

1309-1
33-3408

うどん、そば(温・冷)、牛めし、天ぷら、丼もの

(カツ丼、天丼、他人丼、玉子丼)
和食系 テイクアウト対応可 水曜日

麺やスープは御自宅で鍋で温

めてすぐに食べられる状態で、

丼ぶりものや天ぷらは出来たて

をお渡ししております。

7 中華屋　天風 篠山町250-1 33-2450 担々麵、冷やし担々麵(期間限定) 中華系 テイクアウト対応可 月曜日

ファミリーから年配の方まで幅

広いお客様に喜んでいただけ

る地域密着型のお店です！

8 印度カレー 六ツ門町21-1 27-9978
昔ながらのカレールーで辛口カツカレーが人気

オムライス、ドライカレー
その他

店舗販売

テイクアウト対応可
不定休

昔ながらのカレーの味を楽しん

でください。

9 讃岐うどん　いしい 上津町2561-2 22-5446
うどん、定食、丼

おすすめは唐揚げ弁当、カツ丼
和食系

店舗販売

テイクアウト対応可
第2、4火曜日

今だとトッピング券配布中。

来店前にお電話で注文いただ

ければお電話代10円お返しし

ます。

10
銀のすぷーん

久留米本店
諏訪野町2721 35-0922

ホールケーキ、カットケーキ、シュークリーム、焼

菓子贈答品
その他(洋菓子)

店舗販売

テイクアウト対応可

通信販売

定休日無し

ホールケーキなどのWebご予

約受付中。お待ちいただく時

間を短縮していただけます。
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11
銀のすぷーん

シティプラザ店

六ツ門町8-1

久留米シティプラ

ザ1F

65-3065
ホールケーキ、カットケーキ、シュークリーム、焼

菓子贈答品
その他(洋菓子)

店舗販売

テイクアウト対応可

火曜日、施設イベントに

より変更あり

ホールケーキやシュークリームな

どWebご予約受付中。待ち時

間を短縮できます。

12 酒菜まつげん

中央町24-9

プレアール中央

町1F

33-2517

だし巻き玉子 500円

焼きそば 650円

日替弁当 650円

和食系
店舗販売

テイクアウト対応可
日、祝日 メニューは当店手作りです。

13 八蔵久留米店 旭町255 38-0004 鶏もも炭火焼・焼きとり・海鮮丼・鶏飯 和食系 テイクアウト対応可 無し

鶏もも炭火焼・焼きとり・唐揚

げの入ったお得なセットは今だ

け特別価格の10％OFFでご

提供してます！

14 萃香園ホテル 櫛原町87 31-1583

お弁当(和 又は　和洋)

2,000円、3,000円、5,000円

※お弁当は全て消費税別

※別途配達料要

鉢盛料理(和洋) 10,000円(税込)～

その他 5日前迄の完全予約制
無し

(６月は休館日あり)

６月限定で鉢盛料理は

配達料無料

※配達エリアはお問合せ下さ

い。

15
中津からあげ　からいち

久留米本店

津福本町846-

3
32-5555 中津からあげ 和食系

店舗販売

テイクアウト対応可
火曜日

新鮮な九州産の鶏肉を店内

でカット、熟成された特製タレ

に漬け込んでいます。

16 旅館　錦水 野中町135-36 43-7325

牛しぐれ弁当600円　天ぷら弁当600円　錦

水弁当1,000円、2,000円　会席弁当

3,000円～※税別　　★通常ランチで出して

いる内容を弁当にした「錦水セットランチ弁当」

和食系
店頭販売

テイクアウト対応可
水曜日

仏事・祝事等の会席弁当も

承っております。

17 正八郎うどん
小森野4丁目

8-12
33-9700

うどん・そば・丼物

※うどん夏限定メニュー・季節の味炊き込みご

飯始めました

和食系

店内販売（電話予約でご注文

いただくとスムーズに受け渡しがで

きます）

不定休

期間限定お持ち帰りキャン

ペーン　　丼物・そば　50円引

き（うどんは今まで通り50円

引き）対象外商品もございま

すので詳しくはスタッフにお尋ね

18 いけす居酒屋八竹
東和町5-1YK

ビル1Ｆ
32-2932

活魚お刺身※当日の入荷状況次第（カワハ

ギ・イカ・アジetc）もつ鍋（醤油、味噌、キム

チ）モツのすき焼き　八竹唐揚げ　だし巻き玉

子　焼鳥（バラ・皮・ハツetc）豚足　その他

お持ち帰りメニュー50品以上

和食系
店頭販売

テイクアウト対応可
不定休

生簀で泳ぐ新鮮なお魚をお刺

身でお持ち帰りいただけます。

もつ鍋は、お野菜、豆腐、モ

ツ、スープ、薬味が付いていま

す。
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19 大砲ラーメン本店 通外町11-8 33-6695
クイックリーラーメン1食入（500円）

おみやげラーメン2食入（1,500円）
中華系 店頭販売 木曜日

「ラーメンは食べたいけど、店内

で食べるのが嫌」「毎日の献立

に悩む」というお客様にご紹介

したい商品が、大砲ラーメンお

持ち帰りメニュー登場！！

サイドメニューには焼餃子など

多種のお持ち帰り商品をご用

意いたしております。

20 むた珈琲
東町34-55ひか

り屋ビル1Ｆ
33-0145

おにぎり弁当（おかず日替わり）/税込650

円

など、6種類

和食系

店内販売（テイクアウト事前予

約可/受付時間10：00～

16：00/受け渡し時間11：00

～17：00）

第1,3,5

日曜日

只今、ご予約の方へペットボト

ル緑茶プレゼント中！

21
OSAKANA DINING

OBANA
東町25-28 65-7840 鮮魚の煮つけや刺身の盛り合わせなど 和食系

店舗販売

テイクアウト対応可
水曜日

ご予算に応じておつくりできま

す。

22 おばんざい屋 六ツ門町7-17 35-5067
お惣菜・お弁当の量り売り

オードブル
和食系

店舗販売

テイクアウト対応可

日曜日

祝日

旬の食材を使ったメニューを豊

富にご用意しております。

23
slowly "kitchen"

(スローリーキッチン)

小頭町9-2セン

トラルアベニュー2

Ｆ

27-6247

前菜盛り合わせ　シャルキュトリー盛り合わせ

生ソーセージとハーブ豚のグリル　船小屋牛の

レアカツ、宮崎産きなこ豚のロースト、ホール

ケーキ他アラカルトメニュー

お弁当700円～

オードブル3,000円～

洋食系

店舗販売

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(事前予約制/

時間指定不可、午前・午後のい

ずれか)

日曜日

コロナ対策！アラカルトテイクア

ウトメニューを豊富に揃えてい

ます。一品よりご注文いただけ

ます。お引取りの際ご連絡いた

だきましたら下までお持ちいたし

ます。

期間限定で、久留米地区周

辺5,000以上で配達無料、

福岡博多地区周辺7,000円

24 ちっごうまか村 六ツ門町7-8 36-2505
生産者手作りの日替わり弁当・総菜

季節の手作り和菓子
和食系

店舗販売

テイクアウト対応可

日曜日

祝日

(不定休)

毎日日替わりにて、生産者手

作り弁当・総菜販売中。

季節の手作り和菓子もおすす

めです。

25
遊食工房　茶花

久留米店

東櫛原町

1451-1
38-2080 お弁当、鉢盛 和食系 テイクアウト対応可 月曜日

手作りで地産地消の材料を

使った料理を提供しておりま

26 久留米ホテルエスプリ 東町339 31-1300
ロコモコ弁当、チキン南蛮弁当、カレー、

焼肉弁当、しょうが焼き弁当

和食系

洋食系

テイクアウト対応可

デリバリー対応可

※大量注文時のみ

無し

ALLワンコイン弁当です。

（500円）

容器が可愛くインスタ映え間

違いなし!!
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27
回転寿司しげなが

六ツ門店
六ツ門町10-25 37-5557

寿司・一品料理(定番品・その他季節の品

等、毎日の仕入れにより異なります)
和食系

店舗販売

テイクアウト対応可
不定休

久留米市にて100年続く重永

鮮魚店の直営回転寿司で

す。鮮魚直営ならではの新鮮

な魚介類を使用したお寿司

を、ぜひご堪能下さい。

28 中国料理　上海酒家

六ツ門町2-16

第五泉屋ビル6

階

39-8139
お弁当、中華丼、焼きそば、炒飯、

海老のチリソース、豚の角煮
中華系

店舗販売

テイクアウト対応可

デリバリー対応可

※近くでしたら配達します。

水曜日

(昼の営業のみ休)

出来立てのお料理を提供して

います。

29 鳩屋別館 梅満町1120 32-4880
二段折 松花堂　　3,500円(税別)

季節の鉢盛　　　 15,000円(税別)
和食系 デリバリー対応可 月曜日

今回、初めて仕出しを始めま

した。

料亭ならではの季節感を大事

にしています。

30 タベルナ石 篠山町397-10 30-7070
ピザ、スパゲッティ、グラタン、サラダ、

アンチョビのピザ、ウニスパゲッティ
洋食系 テイクアウト対応可 月曜日

・ピザ　生地、チーズにこだわっ

ています。

スパゲッティ　素材を生かしたお

いしいスパゲッティ

31 南国食堂 東町1-8 32-5920 カツのせ焼き飯、米粉のからあげ、ちゃんぽん
その他(麺

類、定食)

店舗販売

テイクアウト対応可
日、祝日

ちゃんぽん、坦々麺、辛麺、米

粉のからあげが好評頂いていま

32 モヒカンらーめん味壱家
津福本町221-

11
39-6786

骨付カルビ弁当　500円～

テイクアウトラーメン　500円～
その他

店舗販売

テイクアウト対応可
不定休

炭火で焼いたカルビをドーンと

ご飯に盛りつけました！

33 和み居酒屋　雅
東町483-2古

賀ビル1階
30-1877 テイクアウト弁当、ホルモン、子供向け弁当 和食系

店舗販売

テイクアウト対応可
第2.4日曜日

作りおきはしてません。ご注文

頂いて作りますので、いつでも

新鮮です

34 久留米バル　タベタリア
天神町151 セ

イコービル1F
38-2377

オードブル　3,000円～

おかず・晩酌セット（4～6名用）3,000円

ハーフサイズ（2～3名用）1,600円

ローストビーフ（350ｇ）2,500円

一品・お弁当　500円～

和食系

洋食系
テイクアウト対応可 不定休

ご自宅でのお食事会やお誕生

日などの記念日に、オードブル

のご注文を承っております。

オードブルだけでなくお弁当・お

かず・晩酌セットも販売予定で

す！

人数に合わせたご予算や配達

等お気軽にお問い合わせくださ

い
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35 池町食堂
日吉町6-1大

黒ビル1階

090-4514-

4649

池町食堂の600円（税込）弁当、

お弁当のメニューは週替わりです。

もつ鍋セット（4人前）4,000円（税込）

黒毛和牛ハラミ・ホルモン焼肉セット（4人

前）6,500円（税込）

和食系 テイクアウト対応可 日曜日

【予約受付時間】

お昼のお弁当予約は前日まで

にお願い致します。

夜のお弁当予約は当日の15

時までにお願い致します。

※時間外のご連絡も食材のス

トックの限り、

ご対応させて頂きます。

徹底した品質管理で安全で

美味しい国産のホルモンとお

肉。特選カルビや、希少な国

産和牛のハラミやタン

ご家族でお鍋、焼肉をされる

際には是非、ご賞味下さい！

お弁当、セットとも配達も致し

36
燻製ビストロ　マンマ・

ユート
小頭町14-5 32-0677 洋食系 テイクアウト対応可 不定休

37 しん吉　本店 東町36-6 80-6056

お家ＤＥ居酒屋しん吉ＤＥＬＩ

・お家DE居酒屋コース4,000円(税込)

　2名様分

・お家DE居酒屋ライト3,000円(税込)

　2名様分

他、サイドメニューも注文可能

その他(焼き

鳥)

テイクアウト対応可

デリバリー対応可

是非、お家でしん吉の焼き鳥

をご家庭でも堪能ください

38 お好み焼き　基地 東町32-13 37-8160

【お好み焼き】

モダン800円、イカスミモダン970円、

ソース焼きそば700円　　他

その他 テイクアウト対応可 不定休

39 惣吉 日吉町5-1 37-5123

お弁当各種

鉢盛各種

ふぐ刺し　他

和食系
テイクアウト対応可

デリバリー対応可
不定休

弁当・鉢盛等のご注文承りま

す。
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40 餃子バル酒場楽園
八女市馬場

374-3

0943-24-

6066

ヤミツキ手羽先　1本　150円（税別）

楽園の唐揚げ　　1パック　500円（税別）

骨付きカルビ　　1パック　780円（税別）

焼きそば　　　　1パック　300円（税別）

キッズ骨付きカルビ弁当　　300円（税別）

キッズ唐揚げ弁当　　　　　300円（税別）

名物骨付きカルビ弁当　　　700円（税別）

本気の唐揚げ弁当　　　　　500円（税別）

他

その他 テイクアウト対応可

月曜日

月曜日が日祝日の場合

は火曜日

4月6日よりドライブスルー始め

ました。

41 おみき茶屋

東町上天神田

316-2西鉄久

留米駅2F

34-4502

チキン南蛮弁当　420円（税別）

生姜焼き弁当　　420円（税別）

エビ天とじ丼　　375円（税別）

とり天とじ丼　　375円（税別）

他

和食系 テイクアウト対応可 不定休

日替わり弁当、日替わり丼、

お昼限定のお手頃価格で！

大人気のチキン南蛮も、揚げ

たての天ぷらを卵でとじたエビ

天丼もいまだけのお値段で皆

さんの胃袋を応援致します。

42
フランス酒場LE PEU

(ル・プー)

東町31-19古

田ビル2Ｆ
32-7700

リヨン風サラダ　800円（税別）

フランス産仔鴨のコンフィ　1,300円（税別）

牛バラ肉の赤ワイン煮込み　2,000円（税

別）

ガトーショコラ　500円（税別）

特製フレンチ丼　850円（税別）～

他

洋食系 テイクアウト対応可 火曜日

43
路地裏酒菜魚屋敷

はな田
東町412 33-4017

ロースカツ弁当　450円（税込）

から揚げ弁当　450円（税込）

しょうが焼き弁当　450円（税込）

カレー(並)　400円（大盛）450円（税

込）

からあげカレー(並)　450円（大盛）500円

（税込）

和食系

テイクアウト対応可

デリバリー対応可

(前日19時迄に要予約、別途

配達料金あり)

はな田お持ち帰り、宅配お弁

当始めました！皆さんにあった

かいごはんと元気を提供できれ

ばと思います。お求めは直接ご

来店いただいても、事前にお

電話いただいても大丈夫で

す！

6 / 14 ページ



2021年2月9日 （火）15：30更新

※詳細・最新情報については、直接、各企業にお問い合わせください。

No 事業所名・店舗名 住所 電話番号
主な商品・サービス

おすすめ商品
商品カテゴリー 販売方法 定休日 アピールコメント

『緊急企画　会員の輪を広げよう』　テイクアウト・デリバリー 参加店一覧表

44 海鮮居酒屋 夢邸
津福本町

1562-1
25-8139 おつまみセット7種盛り　1,100円 和食系 テイクアウト対応可 月曜日

新鮮な海鮮料理をメインに、

一品もの、鉄板料理、串も

の、鍋料理など、豊富なメ

ニューでお一人様からご家族ま

で幅広くご利用いただけること

ができるお店です。

45
炭焼バルローダッシュ

もつやもつ廊

日吉町14-34

Mビル

080-2730-

7419

(予約専用

番号15：

00～21：

00受付)

炭焼ピザ　680円（税別）～

串お任せ盛り合せ14本　1,850円（税別）

もつ鍋各種　1,380円（税別）～

豚バラ生姜焼丼　480円（税別）

他

和食系

洋食系

テイクアウト対応可

デリバリー対応可

(ＷＥＢ注文可能)

無休

PIZZA・焼鳥・もつ鍋・うどんお

好きな商品を合わせてご自宅

や職場へお届けします！

46 くつ炉ぎ家 梅介 東町400-14 34-3136

チキン南蛮弁当　500円（税別）

唐揚げ弁当　500円（税別）

豚カルビ丼　500円（税別）

ゴーヤチャンプル弁当　500円（税別）

焼き鳥持ち帰り　100円（税別）～

骨付きカルビ　800円（税別）

一品料理　500円（税別）～　　　　　　他

和食系

洋食系
テイクアウト対応可 不定休

西鉄久留米駅近くで営業して

ます。骨付きカルビや焼き鳥、

沖縄料理のテイクアウト、弁当

は事前予約でしたらドライブス

ルーでお渡しできます。弁当は

店の前で販売もしておりますの

でよろしくお願い致します。

47

まぜこぜイタリア酒場

VarieVivaci（バリビ

バ）

東町30-15 64-9210

本格窯焼きピザ　630円～

おつまみ3種盛り　980円

やみつきチキンバー　680円

おろしだれジューシーローストビーフ　880円

手仕込みデカうま唐揚げ　630円

和食系

洋食系

テイクアウト対応可

(ピザ・アラカルトは当日予約をお

受けいたします。お電話いただき

まして30~40分ほどお時間いた

だきます。込み具合によりまして

はご希望のお時間にお渡しでき

ない場合もございます。)

不定休

まぜこぜイタリア酒場

VarieVivaci（バリビバ）で

は、ピザを初め、アラカルトや

オードブル料理のテイクアウトを

本格始動しました。

ご家族や大切な方々が、楽し

んでいただける食卓のお手伝

いをさせてください。

48 筑後家徳兵衛 本山1-5-23 22-8881 うどん、蕎麦、天ぷら、唐揚げ、丼物 和食系
店舗販売

テイクアウト対応可

年始

不定休

うどん、蕎麦、丼物、天ぷら、

からあげなど基本メニューに記

載している物であれば、テイク

アウト出来ます！

お電話での注文だと待たずに

お渡し出来ます！
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49 旬亭 東町361-9 37-1706

おつまみセット　1,200円

チキン南蛮　600円

唐揚げ　600円

エビマヨ　800円　他

店内メニュー持ち帰りOKです。

和食系
テイクアウト対応可

店舗販売
日曜日

御予算に応じたオードブルもで

きます。

50 いろりのお店紅い葉っぱ
善導寺町木塚

135
47-0788

たかな地鶏めし　1人前　400円(税抜)

地鶏炭火焼　1,200円(税抜)
和食系 テイクアウト対応可 水曜日

ていねいにゴマ油でいためたた

かなとじっくり煮込んだ地鶏を3

種類のしょう油で味つけしたま

ぜめし…お米はもちろんうきは

の山トさんちのお米で七鍋でた

いております。広い店内でのい

ろりを囲んだ地鶏の炭火焼も

ぜひ一度ご賞味くださいませ！

51 天寿司 城南町18-39 38-5566

・寿し

　特上 2,200円、上 1,700円、

　並 1,100円

・鉄火巻、レタス巻、山芋巻 各600円

・巻ずし、いなり寿し、しそ巻、おしんこ巻、

　なっとう巻、かっぱ巻 各500円

・ジャンボ巻き1,700円

・茶碗蒸し　各400円

上記料金に別途消費税がかかります

和食系

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(ご近所に限

る、要相談)
水曜日

注文を頂いて手作り致します

ので、お早めにご予約を頂けれ

ば助かります。

52 サーラ・カリーナ久留米 天神2-56 34-3839

オードブル　11,000円(税込)

ピッツァ(2～3種)　1,900円(税込)

ズコット　850円(税込)

バーニャカウダソース　1,100円(税込)

パエリア　4人分　5,800円(税込)

※要予約

洋食系 テイクアウト対応可
火曜日

第３水曜日

1974年から久留米でイタリア

料理店を行っています。モダン

ではありませんが、食材や製法

にこだわったクラシックなイタリア

料理を提供しております。

53 赤垣屋 通町3-18 39-2592 焼きとり全般 和食系 テイクアウト対応可 日曜日 金額指定のおまかせあり

54 炭火焼き酒場酉香 小頭町8-2 65-6711
はかた一番どりの焼きとり、こだわりの一品料

理、約100種類のアルコール等

その他

(焼き鳥居酒

屋)

テイクアウト対応可 日曜日

はかた一番どりの焼きとりをご

自宅でどうぞ!!。詳しくは食べロ

グをご覧下さい。
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55
久留米らーめん道

麺志 本店

東町39-2馬場

ビル1F
65-8543

お土産らーめん　　　600円

宅飲みセット　　　1,000円
その他

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(※10食以上)

地方発送

無し
お店の味をご自宅でも

そのままお楽しみ下さい！

56 上海ミュー
東合川3-18-

22
45-7111 中華料理 中華系

店舗販売

デリバリー対応可

テイクアウト対応可

不定休

地元の食材を使い全て手作り

にこだわった本格中華を是非

ご賞味下さい♪

57 ビストロときつ 荘島町２－６ 33-9300

和牛ハンバーグ弁当　1,100円

ビーフカレー弁当　　   700円

チキン南蛮弁当　　　1,000円

洋食系
デリバリー対応可

テイクアウト対応可
水曜日

手作りにこだわり、安全なもの

を提供してます。

地産地消(地元の野菜、お米

を使用)

58 料亭旅館山水荘
野中町１３１

６
34-4387

お食い初めお祝い膳　５,１８４円

箱御膳会席　３,４５６円

松花堂御膳　３,１８６円

ステーキ弁当　２,１６０円

雅　２,１６０円

和食系

デリバリー対応可

※5,000円以上から対応致し

ます。

テイクアウト対応可

※2日前迄に要予約

不定休
お祝い仏事の仕出し、お弁当

にも対応しています。

59
インド・ネパールカレー

SAKURA
六ツ門町3-11 34-3740

タンドリーチキン　400円→350円

チキン・ティッカ　480円→450円

チーズナン　450円→400円

ラッシー　200円

マンゴージュース　300円

その他 テイクアウト対応可 無し

本場そのままの味のネパール

料理をご家庭で！火曜日は

夜ランチ16：00～やっていま

す。

60 穀物屋　森光商店 城南町5-30 36-5928

ひよこ豆のカレーセット　￥890（税抜）

玄米ドリアセット　￥890（税抜）

ミネストローネ　￥310（税抜）

玄米とキヌアのミックスサラダ　￥330（税抜）

洋食系 テイクアウト対応可 月曜日

期間限定メニューもお持ち帰り

できますので、お気軽にご利用

ください。（メニューについては

穀物屋ブログをご覧ください）

お電話でご予約頂けるとお待

たせせずお渡しできます。

61 山忠うどん
東櫛原町

1105-1
35-3230 うどん、そば、丼ぶり 和食系 テイクアウト対応可

62 お茶カフェ七葉 六ツ門町21-2 31-2239 かき氷、抹茶のラテ、ミニパンケーキサンド 和食系 店頭販売 火曜日
人気のかき氷始めています。

楽しい商品を準備していきま
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63 大砲ラーメン上津店 本山1-5-25 22-6886
クイックリーラーメン1食入（500円）

おみやげラーメン2食入（1,500円）
中華系 店頭販売

水曜日

元日

「ラーメンは食べたいけど、店内

で食べるのが嫌」「毎日の献立

に悩む」というお客様にご紹介

したい商品が、大砲ラーメンお

持ち帰りメニュー登場！！

サイドメニューには焼餃子など

多種のお持ち帰り商品をご用

意いたしております。

64 大砲ラーメン長門石店 長門石5-5-11 39-7424
クイックリーラーメン1食入（500円）

おみやげラーメン2食入（1,500円）
中華系 店頭販売

水曜日

元日

「ラーメンは食べたいけど、店内

で食べるのが嫌」「毎日の献立

に悩む」というお客様にご紹介

したい商品が、大砲ラーメンお

持ち帰りメニュー登場！！

サイドメニューには焼餃子など

多種のお持ち帰り商品をご用

意いたしております。

65 大砲ラーメン合川店 新合川1-4-43 44-1116
クイックリーラーメン1食入（500円）

おみやげラーメン2食入（1,500円）
中華系 店頭販売 元日

「ラーメンは食べたいけど、店内

で食べるのが嫌」「毎日の献立

に悩む」というお客様にご紹介

したい商品が、大砲ラーメンお

持ち帰りメニュー登場！！

サイドメニューには焼餃子など

多種のお持ち帰り商品をご用

意いたしております。

66 久留米ミート 諏訪野町12-3 33-2911
国産精肉、手造り弁当、惣菜

おすすめ：コロッケ、メンチカツ
その他

店頭販売

デリバリー対応可(条件あり)

日曜

祝日

精肉は国産のみのお取扱い

で、特に黒毛和牛には力を入

れて販売しております。惣菜も

国産のみの材料を使用して、

しかも手造りで手間ひまかけて

販売してます。

67 さわ荘うどん 東町361-19 32-0772 うどん、そば、丼物 和食系 テイクアウト対応可 日曜 店前に駐車場有ります
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68
Ristorante SA~YA

(リストランテ・サーヤ)

東櫛原町421-

1
35-5628

イタリア料理

☆究極のパスタ
洋食系 テイクアウト対応可 不定休

ご自宅でもサーヤのパスタがお

楽しみいただけます！！

ソースと麺を別々にしています

ので、レンジで温めてよく混ぜ

れば、サーヤの味がそこにありま

69 餃子専門店湖月 六ツ門町1-9 30-8411

焼餃子、魚ロッケ、アジフライ、

冷凍焼餃子、冷凍スープ餃子

サービス：車に乗ったままでも購入可能です

中華系 テイクアウト対応可
月曜日

火曜日

創業昭和22年のぎょうざ専門

店です。

皮具、タレ、ラー油全て手作り

の安心・安全な餃子です。

70 鶏屋39 六ツ門町10-13 38-7606 焼き鳥、炭火モモ焼き
その他

（居酒屋）
テイクアウト対応可

水曜日

第3日曜日

新鮮な鶏肉を是非ご賞味くださ

い！

72 くし亭 通東町1-1 34-5778 焼きとり全般
その他

（焼きとり）
テイクアウト対応可 第1.3日曜日

73 料亭魚よし 日吉町25-2 34-4285

おまかせ寿司にぎり、うなぎのかば焼、和牛ス

テーキ丼、うな重、だし巻たまご焼き、真鯛のあ

ら炊き等

和食系 テイクアウト対応可 不定休

創業74年の老舗の味

日本料理の調理技術

ほとんどのメニューでテイクアウト

可能です

74 ケン･タック 御井町1688-4
0120-777-

336
健康バランス及び生活習慣病食 和食系 指定場所へ配達 無し

冷凍のおかずのみの御膳で

す。

75 ハイイロ 六ツ門町10-46
090-5721-

6661
クレープ、クリームソーダ その他 テイクアウト対応可 水曜日

ワッフルコーンに入った新感覚

のクレープを！

カフェスタイルなので店内でもお

召し上がりいただけます。

76 阿香のれん
津福本町984-

1
38-0811

ラーメン　500円

焼めし　　550円

焼そば　　550円

ホルモン　450円

※別途消費税がかかります

中華系 テイクアウト対応可 水曜日
今からの暑い夏を乗りきるスタ

ミナ満点の料理をご自宅で

71 たまご色のケーキ屋さん

東町33-13

（ハンバーグハウ

ス牛車　内）

080-3999-

6304
premiumロールケーキ・シフォンケーキ・プリン

その他

（お菓子、

ケーキ）

テイクアウト対応可

通信販売

月曜・火曜（祝日除く）のみ

『ハンバーグハウス 牛車』さんにて

出張販売中

無着色の放し飼い卵と国産

小麦粉を使った無添加にこだ

わったお菓子

水曜

木曜

金曜

土日祝日
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77 六ツ門日和 六ツ門町10-31 38-5778
馬刺、馬レバー刺、イベリコ豚厚切りﾄﾝｶﾂ、

骨付きカルビ、その他一品料理
その他 テイクアウト対応可 月曜日

料理全て店主が創らせていた

だきます

78 ホテルマリターレ創世 東櫛原町900 35-3511

弁当　　　 　1,280円～

オードブル　10,000円～

鉢盛など

各種イベント、ご自宅での食事等にご利用くだ

和食系

テイクアウト対応可

デリバリー対応可

2日前まで(お昼12時まで)要予

約

無し

創世特製の多彩な料理が配

達できます！

フェイスブック、インスタグラムに

チラシ掲載中

79 まかない道場 東町32-7 46-2155

サクッととり天　750円

自家製辛子れんこん　550円

鹿児島さつまあげ　550円

カリカリチーズフライ　550円

サクぷりえびかつ　550円

旨いホタテバター　750円

人気です！ビーフチャンプル　750円

まかない焼きラーメン　850円

和食系 テイクアウト対応可 不定休

その他、まかない弁当あり。メ

ニュー全品テイクアウト可能で

す。

お問い合わせください。

80
カレーハウスCoCo壱番

屋

東櫛原町411-

10
33-7065

6/1からの期間限定メニュー多数あり(8/31ま

で)

その他

(カレー)

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(UberEats)
なし

これからの季節をカレーと共

に！

81

カレーハウスCoCo壱番

屋

久留米荘島店

荘島町503 37-7190
6/1からの期間限定メニュー多数あり(8/31ま

で)

その他

(カレー)

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(UberEats)
なし

これからの季節をカレーと共

に！

お中元用ギフトも揃えておりま

す

82

カレーハウスCoCo壱番

屋

久留米西鉄駅前店

東町38-37

岩崎ビル1Ｆ
38-2810

6/1からの期間限定メニュー多数あり(8/31ま

で)

その他

(カレー、カ

レーラーメン)

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(UberEats)
なし

これからの季節をカレーと共

に！

カレーらーめんも絶品

83

カレーハウスCoCo壱番

屋

久留米苅原店

国分町1527-1 51-0801
6/1からの期間限定メニュー多数あり(8/31ま

で)

その他

(カレー)

テイクアウト対応可

デリバリー対応可(UberEats)
なし

これからの季節をカレーと共

に！

ドライブスルーあります

カレーらーめんも絶品！

84 こうじ夜 櫛原町122-3 38-5048

鍋セット　4,000円(税別)

辛子明太子　3,000円(税別)、4,000円

(税別)

その他
通信販売

テイクアウト対応可
日曜日

味にこだわってます。

めんたいワイドで紹介されまし

た。

85 中国家庭料理 丁丁 東町25-47 34-8718 水餃子、焼餃子、肉まんなど 中華系 テイクアウト対応可 水曜日

誠心誠意笑顔でお客様満足

できるように一生懸命がんばり

ます！！
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86 菜花

東町34-2

久留米ワシント

ンホテル1F

31-3070

和洋食ランチ

ポイント貯まったらランチ無料サービス

和の膳（季節野菜が主役）

和食系

洋食系

店内飲食

テイクアウト対応可（昼・夜）
元旦

地元の季節野菜をふんだんに

使用したランチ及び弁当

87
チャイナキッチン陽なた

家

津福今町616-

4
38-7619 酢豚、エビチリなど他鉢盛 中華系 テイクアウト対応可

火曜日

不定休あり

小さいお子様からご年配の方

までご来店お待ちしております

88
辛麺屋　桝元　久留米

店
国分町1598-1 21-1126

辛麺（元祖、トマト、白、カレー味）

なんこつ
その他

店内飲食

テイクアウト対応可
第2水曜日

辛さは自由に選べます。

平日限定ランチあり。コーヒー

サービスあり（店舗のみ）

お子様ランチ始めました。

89
拉麺 久留米 本田商

店
南3丁目27-29 55-4065 ラーメン、やきめし、ぎょうざ

その他

（ラーメン）

テイクアウト対応可

通信販売
木曜日

久留米ラーメンの伝統を守りつ

つも革新し続け、今や世界に

広がる人気店

90 レストランなかむら 通町108-6 38-1496 ハンバーグ、フライ、オムレツ等 洋食系 テイクアウト対応可 木曜日 味本位の良心的なお店です

91 海幸
荒木町荒木

545
27-0180

法事折　3,000円～、祝折　4,000円～

昼定食、アラダキ定食、刺身定食　1,000円

（税別）

和食系
デリバリー可能（田主丸～筑

後）
水曜日

生け簀から新鮮な活魚を提供

します。

92 中華　真真好

六ツ門町8-1

久留米シティプラ

ザ108

48-0658
とりエビチリソース、麻婆豆腐、辣醤肉絲、

海鮮塩炒め、黒酢豚　等
中華系

テイクアウト対応可

※お電話で予約頂ければ、お待

ちにならず持ち帰りできます。

木曜日

ランチタイムは、日替わり弁当

や定食持ち帰り弁当25種

夜は、単品などもさらにメニュー

も充実しています。

カフエ・バッハグループで、浅煎

りから深煎りまでのコーヒーを提

供する自家焙煎珈琲店

自家焙煎珈琲

カフェ・グリュック
93 日吉町18-48 27-7011

○自家焙煎珈琲豆

・600円(100g)～　約13種類

○ハンドドリップカップコーヒー

・ブレンドコーヒー　300円

・アイスコーヒー　　350円

その他
店舗販売

テイクアウト対応可
水曜日・第4木曜日
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94 炭焼珈琲ふじ
六ツ門町7-10

岩田ビル2F
30-3222 自家焙煎珈琲豆 その他 テイクアウト対応可 第2火曜日、水曜日

備長炭で丹念に自家焙煎し

ています。炭焼の深いコクと香

り、10種類有り

95 ナイス！はっちゃん
山川安居野3-

12-21
43-2221 骨付鳥 和食 テイクアウト対応可

火曜日、

第3水曜日

お家ではっちゃんの骨付鳥！

ビールのお供に！ご飯のお供に

おススメ！

96 大漁海鮮屋 魚眞 朝妻町1466-3 44-8933
お弁当屋鉢盛のほか一品料理、活き造りまで

お持ち帰りできます！
和食

テイクアウト対応可

Uber Eats対応
不定休

注文を受けてから心をこめてお

作りします！事前にご予約い

ただくとお待たせしません。

97 ちゃこーる旨小屋 日吉町26-20 30-4629
骨付カルビ、チーズチヂミ他多くのメニューがテイ

クアウトできます。

その他

(居酒屋)

テイクアウト対応可

店舗営業

火曜日

(祝日除く)

前もってお電話にてご注文頂

きますとスムーズにお渡しできま

すのでよろしくお願いします。

98 丸幸ラーメンセンター

佐賀県三養基

郡基山町小倉

1642

92-2855
とんこつ生ラーメン（全国発送可）・焼きめし・

中華丼・焼きそば・餃子など

その他

（ラーメン）

テイクアウト対応可

通信販売
火曜日

豚骨のストレートスープを真空

充填しているので、お店の味そ

のままに頂けます。

99 お食事処　かわむら 小頭町14-24 38-9417
カレー、オムライス、焼きめし、定食等　持ち帰

りも可

その他

(食堂)

テイクアウト対応可

店舗営業
水曜日

量が多くて安いです。

※1/16～2/7まで休業

100 園丁舎Ｄ－café
善導寺町木塚

214-20

090-7391-

4491
カレー、カキ氷

その他

（カレー）
テイクアウト対応可 火曜日

開放感のあるガーデンカフェで

食べるスパイスカレーは、油や

小麦粉を少なくして調理してい

るので、胸やけも起こしにくく、

サラリとしたカレーは、病みつき

になります。
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