
 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナに負けるな！市民協働による店舗応援企画を実施します 

～市内店舗のテイクアウトメニューや割引サービス等をご紹介～ 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、外出・外食を控える動きが広まっています。この

ような状況を受け、消費者の購買意欲促進及び事業者の売上げの底支えを目的として、市ではテイ

クアウトや出前メニュー、割引サービス等を展開する店舗を紹介するチラシを作成しました。 

また、掲載情報については、市民が自ら立ち上げた WEB サイト「TAKE OUT おおの」と連携を図

り、随時情報を更新していきます。 

つきましては、市民をはじめ、多くの皆さまに各店舗のテイクアウト等のサービスをご利用いた

だきたく、事前周知をお願いいたします。  

 

記 

 

１ 企画名  新型コロナウイルス緊急対策企画 

「コロナに負けるな！大野のウマい店を応援しよう」 

 

２ 内 容  テイクアウトや割引サービス等を展開する市内の飲食関連事業者の情報をチラシ

に掲載し、全戸に配布 

 

３ 展 開  ・本企画の情報を WEBサイト「TAKE OUT おおの」に集約 

・新規掲載店舗を募集し、店舗情報を随時更新中 

【問合せ先】おおのそだち 安井氏（hiiragidou@gmail.com） 

 

４ その他  利用した市民や事業者自らが「＃大野がんばるグルメ」、「＃大野がんばる出前」の

ハッシュタグを付けてＳＮＳ（Facebook、Instagram、Twitter）に投稿する取組み

も併せて実施中（本年３月２６日に報道機関様へ情報提供済み） 

 

 ※「TAKE OUT おおの」とは 

       新型コロナウイルス対策として立ち上げられた WEB サイト「TAKE OUT さばえ」の制作会社の

協力のもと、市民の働きかけで開設された大野市内のテイクアウト等の情報をまとめたポータ

ルサイト 

報 道 資 料 

【発信日】令和２年４月２７日 

【問合わせ先】 

大野市役所 （１階 ８番窓口） 

 産経建設部商工観光振興課 

 安達、巣守 

電話 0779-66-1111 内線 1811 

 



Fight

コロナに負けるな！

大野のウマい店を

応援しよう！！
全 35店舗 掲載

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により店舗の対応可能日時等が変わる可能性があります。ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症に立ち向かうお店を応援しよう！
大野市内のがんばるお店を紹介します。
SNS（instagram、Facebook等）にて、ハッシュタグプロジェクトを実施中！
大野のウマい味をテイクアウトしたら、
写真を撮って「#大野がんばるグルメ」「#大野がんばる出前」をつけて投稿しよう！

詳細はコチラをご確認ください

ポルタ五番店25
【住所】
大野市明倫町10-22
【営業時間】
10：00～18：00
【定休日】
水曜日
【受付方法】
電話／65-7857
【対応可能日時等】
営業時間に準ずる

・たこ焼き
／（8個）460円（税込）、（6個）350円（税込）
  無農薬ねぎを使用。作り置きは行わず、焼きたてのみご提供

テイクアウト

内田製麺所26
【住所】大野市明倫町7-14
【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第1・3日曜日
【受付方法】
電話／66-2091
【対応可能日時等】
営業時間に準ずる

・うちやの つるもちラーメン3食入スープ付き／430円（税込）
  高グレードの小麦粉を使用、秘伝の技で作るつるもち麺
・うちやの つるもちきしめん3食入スープ別／360円（税込）
  創業130年の秘伝の技で作る、つるつるもちもち麺
・生そば1人前（100ｇ）／100円（税込）
  大野産、玄そば、石臼引そば粉使用
・焼きそば1食（200ｇ）／90円（税込）
  上質の小麦粉を使い、丹念に仕上げた蒸し焼きそば

お取り寄せ

お取り寄せ

お取り寄せ

お取り寄せ

27

【住所】大野市元町2-8
【営業時間】（月～土）8：30～18：00、（日）8：30～15：00
【定休日】なし　【受付方法】電話・FAX／66-2106
【対応可能日時等】配達可能時間（月～土）9：00～17：30

・はまなみそ／（170ｇ）420円（税込）～、（400ｇ）890円（税込）～
  大野の里芋を使った優しい味のおまんじゅうです
・①醤油（1ℓ） ②味噌（1ｋｇ）／①490円（税込）～ ②640円（税込）～
  醤油・味噌・はまなみそなど1個から配達可能

テイクアウト・配達

テイクアウト・配達

山元醤油味　醸造元

【住所】大野市要町1-33
【営業時間】9：00～17：00
【定休日】不定休
【受付方法】電話／66-5712
【対応可能日時等】
営業時間に準ずる

源平酒造（株）28

・源平純米酒（720ml）
　　　／1,430円（税込）
  大野の地下水を使用し、芳醇な香りと
  キレの良い後味のお酒

・お会計時／100円引き
  1,000円以上お買上げの方に割引き

テイクアウト

割引メニュー

（有）亀寿堂29
【住所】大野市元町2-1
【営業時間】
8：30～20：00
【定休日】なし
【受付方法】
電話／66-4417
【対応可能日時等】
終日可

・芋きんつば／１個150円→130円（税込）
  個包装で、賞味期限は6日間
・どら焼き／１個140円→120円（税込）
  北海道産の良質な小豆を使用。ほどよい甘さのつぶあん
・ふくさ・唐万／１個120円→100円（税込）
  50年以上愛されている和菓子。北海道産の良質な小豆を使用

割引メニュー

割引メニュー

割引メニュー

御菓子司 おさや30

【住所】大野市陽明町1-1212
【営業時間】9：30～17：30
【定休日】水曜日・不定休　【受付方法】電話／66-3780
【対応可能日時等】営業時間に準ずる

・奥越さといもまんじゅう（10個入）／864円（税込）
・奥越さといもまんじゅう（1個）／108円（税込）
  大野の里芋を使った優しい味のおまんじゅうです

テイクアウト
テイクアウト

お菓子のひろせ32

【住所】大野市春日1-6-13
【営業時間】（月～土）8：30～19：30  （日）8：30～13：00
【定休日】日曜日の13：00～　【受付方法】店頭のみ
【対応可能日時等】営業時間に準ずる

・生ドラ／183円（税込）～
  生クリームとフルーツやプリン、大福など幅広く楽しめます
・里いもパイ／162円（税込）
  里いもころ煮を白あんで美味しく包み焼き上げました

テイクアウト

テイクアウト

手作り菓子工房 豊栄堂31

【住所】大野市要町2-14　【営業時間】9：00～18：00
【定休日】火曜日　【受付方法】電話／65-7088
【対応可能日時等】営業時間に準ずる

・かりんとうまんじゅう／140円（税込）
  黒糖・チーズ・いもの3種類、カリッと揚げたての一品

テイクアウト

福永製菓 菓子工房ふくなが33
【住所】
大野市春日3-6-18
【営業時間】
8：00～19：00
【定休日】
日曜日の午後
【受付方法】
電話／66-0068
【対応可能日時等】
営業時間に準ずる

・小豆餅／500円（税込）
  様々な和生菓子を販売中

テイクアウト

平成大野屋 はいから茶屋34
【住所】
大野市元町1-2
【営業時間】
9：00～16：00
（ラストオーダー15：30）
【定休日】火曜日（土日の臨時
休業有）
【受付方法】
電話／69-9200 または店頭
【対応可能日時等】
要相談

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・しょうゆカツ丼／600円（税込）
  こだわりの醤油を使った当店人気メニューです
・ソフトクリーム／324円（税込）
  濃厚でおいしいソフトクリームです！
・タピオカドリンク／453円（税込）
  ミルクティーやフルーツなど様々な味を取り揃えています

パナデリア 七間本店35
【住所】大野市元町5-23
【営業時間】
（平日）7：00～19：00
（土・日・祝）7：00～18：00
【定休日】月曜日（祝日の
場合は翌日火曜日）
【受付方法】
電話／65-0030
【対応可能日時等】
醤油カツバーガー：8：00～  
食パン類：お昼から

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・醤油カツバーガー／500円（税込）
  あっさりしていて女性に人気です
・あんロール／525円（税込）
  ４枚入。こしあん・つぶあん有
・名水仕込みの食パン／290円（税込）
  ふわふわ食パン。朝食にいかがですか

※掲載順は順不同　※４月15日時点の情報です

大野市商工観光振興課
〒912-8666 大野市天神町1番1号
TEL 0779-66-1111 FAX 0779-65-1424
E-mail shokokanko@city.fukui-ono.lg.jp
http://www.city.ono.fukui.jp/

お問合せ



MaMaya kitchen1
【住所】
大野市清和町204
【営業時間】
9：00～21：00
【定休日】木曜日
【受付方法】電話／
080-8995-4030
【対応可能日時等】
5個までは当日10
時まで、6個以上は
2日前までに要注文

・コンビ弁当（3種類）／660円（税込）
  唐揚げ、生姜焼き、煮込みハンバーグ等のコンビ弁当
・のり唐弁当／540円（税込）
  のりご飯に唐揚げ（3個）をセットしたのり唐弁当
・特製チキンカレー弁当／550円（税込）
  10種類のスパイスを使ったグルテンフリーのカレー

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

あぶりや親方2

【住所】大野市東中町812　【営業時間】10：00～23：00
【定休日】火曜日　【受付方法】電話／65-0023
【対応可能日時等】
1個から注文可（営業時間17：00～23：00）

・しょうゆカツ丼／910円（税込）
・ソースカツ丼／910円（税込）
・焼とり盛り合わせ／860円（税込）
  次回テイクアウトまたは店内飲食で使える｢鶏のから揚げ無料券｣
  をプレゼント（有効期限はコロナ終息まで）

テイクアウト
テイクアウト
テイクアウト

めん亭 いろは栄3
【住所】大野市春日155-14-1
【営業時間】
（昼）11：00～14：00
（土日祝は14：30まで）
（夜）17：00～20：00
【定休日】水曜日
【受付方法】電話／65-0168
【対応可能日時等】30分前ま
でに要注文。5個以上は1時
間前までに

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・玉子かつ丼／780円（税込）
  人気のふわふわの玉子カツ丼です
・とりの唐揚げ／550円（税込）
  唐揚げ6個入、サラダ付き
・天丼／800円（税込）
  えび2本と野菜の天ぷらが乗ったボリュームたっぷりの天丼

ゑびすや4
【住所】大野市有明町7-18
【営業時間】
17：00～19：30
【定休日】水曜日
【受付方法】
電話／66-3093
または店頭
【対応可能日時等】
TELまたは店頭

・玉子かつ丼／890円（税込）
  そば店ならではのダシがしみ込んだ玉子かつ丼です
・天丼／920円（税込）
  えび天、まいたけ天ぷら等が乗った、女性に人気の天丼です
・チキン醤油カツ丼／890円（税込）
  特徴あるチキンカツと醤油たれ、大根おろしの相性バツグン

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

キッチン にしがわ5

【住所】大野市明倫町11-8　【営業時間】10：00～17：30
【定休日】水曜日　【受付方法】電話／65-1630
【対応可能日時等】大量注文は2日前まで

・まごころワンコイン弁当／500円（税込）
  和・洋、かつ丼などご用意。弁当注文の方にクーポンを配布
・手作り惣菜／1パック350円（税込）
  お惣菜を多種類ご用意。千円以上お買上げ時にクーポンを配布

テイクアウト

テイクアウト

愛来屋6

【住所】大野市元町2-1
【営業時間】（昼）8：00～11：00  （夜）16：00～22：00
【定休日】日曜日　【受付方法】電話／65-3686
【対応可能日時等】注文は前日までに。5個以上の注文で
大野市内は無料配達

・海老づくし弁当／1,000円（税込）
・とりから弁当／800円（税込）

テイクアウト
５個以上でデリバリー可

（鮨）江戸文7

【住所】大野市陽明町3-903　【営業時間】13：00～20：00
【定休日】日曜日 【受付方法】電話／65-4144
【対応可能日時等】
前日までに要注文。テイクアウトは17：00～21：00の間

テイクアウト・海鮮ちらし／1,300円（税込）
天然塩、三温糖、赤酢を使用したシャリと店主こだわりの
自家製土佐醤油との相性をお楽しみいただけます。
玉子焼きも自家製です

寿し久8

・山菜五目ちらし／600円（税込）
大野の山々で収穫した山菜
（わらび、ぎぼうし、すす竹、きのか他）を
使っています

テイクアウト

【住所】大野市元町6-5　【営業時間】10：00～18：00
【定休日】月～木曜日　【受付方法】電話／66-2516
【対応可能日時等】
金～日曜のみ注文可能。前日までにご予約ください

お食事処 しもむら9
【住所】大野市新庄15-22-2
【営業時間】
（昼）10：00～14：00
（夜）16：30～19：30
【定休日】水曜日
【受付方法】電話／65-2339
【対応可能日時等】
営業時間内。店内客優先の為、
お断りする場合があります

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・カツ丼（玉子、ソース、醤油）／850円（税込）
  国産豚ロースを使用した当店人気№1メニューです
・ふわふわ玉子のオムライス／780円（税込）
  お子様や女性に大人気です
・オードブル（4～5人前）／5,000円（税込）
  中華料理を中心としたオードブル。注文受付は2日前まで

うおまさcafé10

【住所】大野市明倫町9-10　【営業時間】（昼）11：30～14：30
夜は4名以上の予約のみ営業　【定休日】火曜日、第1・3・5日
曜日　【受付方法】電話／66-2745　【対応可能日時等】営業
時間内※前日17時までに要注文、出前は17：30～19：00

・熟成鯖の醤油カツ丼／648円（税込）
  特製タレに漬け込んだジューシーな鯖カツと野菜がたっぷり
・うおまさ特製ランチ箱／1,200円（税込）
  旬のお魚と地場野菜が入って栄養満点！！
・韓国風ヤムニョムチキン／626円（税込）
  甘辛く味付けしたジューシーな鶏のから揚げ

テイクアウト

テイクアウト・出前 

テイクアウト

きなり11

【住所】大野市明倫町11-8　【営業時間】10：00～17：00
【定休日】金曜日、第1・3木曜日　【受付方法】Instagramで
「＃大野がんばるグルメきなり」を検索　【対応可能日時等】
Instagramで「＃大野がんばるグルメきなり」を検索

・きなり弁当／500円（税込）～
  当店で提供している「ランチプレート」をお弁当に！

テイクアウト

ハンバーグビストロ mondo12

【住所】大野市有明町21-18　【営業時間】（昼）11：30～
14：00  （夜）18：00～21：00※日曜日は17：00～21：00
【定休日】火曜日　【受付方法】電話／64-5218（電話のみ）
【対応可能日時等】電話受付は11：30～19：00

・プレーンハンバーグ／980円（税込）
  国産和牛や白山ポーク、自家製デミグラスソース使用

テイクアウト

茶屋おがまち14
【住所】
大野市明倫町6-29
【営業時間】
11：00～21：00
【定休日】月曜日
【受付方法】
電話／66-1238
【対応可能日時等】
当日受付17：00まで
受取りは18：00まで

・舞茸丼／800円（税込）
  九頭竜舞茸のパリパリ食感が最高です
・カツ丼／800円（税込）
  定番の卵とじカツ丼です
・おがまち弁当／1,000円（税込）
  さっぱりとした味付けで、とてもヘルシーです

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

郷土料理 ときわ13

【住所】大野市元町5-18　【営業時間】11：00～18：00
【定休日】木曜日　【受付方法】電話／66-2489
【対応可能日時等】営業時間に準ずる※要事前TEL予約

・醤油カツ丼／800円（税込）
  しゃきしゃき大根等の野菜がたっぷりです
・オムライス／800円（税込）
  昔から変わらない美味しさです

テイクアウト

テイクアウト

レストランたかは15
【住所】大野市月美町6-14
【営業時間】
（昼）11：30～14：00
（夜）18：00～21：00
【定休日】日曜日（予約時
のみ営業）
【受付方法】
電話／66-5823
【対応可能日時等】
11：30～20：30※定休
日除く

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・ソースカツ丼／780円（税込）
  昆布とかつおだしが決め手の自家製ソースを使用
・オムライス／700円（税込）
  牛肉が入った昔ながらのなつかしいケチャップ味
・串あげ／１本130円（税込）～
  昆布とかつおだしの自家製ソースを使用

Lucy's mash burger16

【住所】大野市中挾20-4-1　【営業時間】11：00～14：30
【定休日】月曜日　【受付方法】電話／64-5035
【対応可能日時等】平日のみ販売。土日祝のご提供はありません

・LUNCH COMBO（ランチコンボ）
　　　　　　　　　／1,080円（税込）
  ５種類のハンバーガーにフレンチフライ、ドリンクがセット

テイクアウト

Kitchen＆Bar OPEN UP17
【住所】大野市元町2-16
【営業時間】
18：00～23：00
【定休日】日曜日
【受付方法】
電話／66-5224
【対応可能日時等】
オーダーから約10分。2枚
以上の注文は10分以上要
します

・ピザ（マルゲリータ）／1,000円（税込）
・4種のチーズピザ／1,200円（税込）
  キャンペーン期間中の特別割引価格
・自家製ピクルス／550円（税込）
  季節の野菜を漬け込んだ人気メニュー
・オムライス／800円（税込）
  人気№1メニュー

テイクアウト
テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

お好み焼き ひろの18
【住所】
大野市陽明町1-303
【営業時間】
（昼）11：00～14：00
（夜）17：00～21：30
【定休日】
月曜日、第3水曜日
【受付方法】電話／66-4546
【対応可能日時等】
注文受付は30分前まで
にお願いいたします

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・ミックスお好み焼き／1,004円（税込）
  いか、豚、牛、鶏の肉を使用。天然水の出汁の絶妙なブレンド
・もちチーズお好み焼き／907円（税込）
  たっぷりチーズにお餅のもちもち感がたまらない一品
・豚肉焼きそば／712円（税込）
  地元製麺所の平打ち細麺を使用。鉄板で焼上げた一品

チポラ19
【住所】
大野市中荒井町2-418
【営業時間】
10：00～21：00
【定休日】火曜日
【受付方法】
電話／66-7800
【対応可能日時等】
受取りは17：30～21：30。
前日までに要注文

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・前菜盛り合わせ／2,000円（税込）
  約3人前。お肉や野菜のいろいろな種類が楽しめます
・ピザ各種／950円（税込）より
  マルゲリータ、生ハムとキノコを使用。お電話、HPで確認を
・チキンステーキ／920円（税込）
  若鳥もも肉を、皮目パリパリに焼上げた一品。前日予約要

やきとり居酒屋 秀吉21

【住所】大野市月美町15-9　【営業時間】17：00～22：30
【定休日】水曜日　【受付方法】電話／65-4872
【対応可能日時等】16：30～20：30

・やきとり、やき野菜串各種／2本130円（税抜）～
・串揚げ各種／2本110円（税抜）～

テイクアウト
テイクアウト

やきとり、やき野菜串、串揚げの内容については
お電話でお問い合わせください

清水風月堂20

【住所】大野市高砂町16-18　【営業時間】7：00～19：30
【定休日】月曜日、第3日曜日　【受付方法】電話／66-2375
【対応可能日時等】前日12時までに要注文

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

・醤油カツバーガー／400円（税込）
  ご当地グルメの醤油カツをボリュームたっぷりのバーガーに
・クロワッサンサンド／260円（税込）
  サクサクのクロワッサンにハム、ゆで卵をサンドした調理パン
・カステラパン／190円（税込）
  フワフワの大きめのパン生地にカステラをサンドしました

本格炭火焼料理 一 (はじめ)23
【住所】大野市弥生町1-17
【営業時間】
13：00～20：00
【定休日】火曜日
【受付方法】
電話／64-5383
【対応可能日時等】
当日でも対応可

・絶品串揚げ・揚げもん／110円～650円（税抜）
  マスター自慢の串揚げ・揚げもん。次回ドリンク無料券を配布
・手作りつくね5種盛り／650円（税抜）
  当店人気№1。次回来店時に使えるドリンク無料券を配布
・焼鳥各種／2本180円～305円（税抜）
  当店自慢の味をご家庭でもお楽しみください

テイクアウト

テイクアウト

テイクアウト

焼鳥居酒屋 火の鳥22

【住所】大野市中保22-1-1　【営業時間】15：00～
【定休日】不定休　【受付方法】電話／64-5887
【対応可能日時等】移動販売車でも販売しています

・炭焼きやきとり5本／400円（税込）
  キッチンカーでその場で焼きたてのやきとりを提供

デリバリー
（キッチンカー販売）

笑人堂24

【住所】大野市元町5-23　【営業時間】9：30～16：00
【定休日】日曜日・不定休 
【受付方法】電話／64-5595　E-mail／info@shounindo.com
【対応可能日時等】営業時間に準ずる

・若狭牛コロッケ／150円→100円（税込）
  おかず、おやつに。100円に値引きします

テイクアウト
割引メニュー


