
テイクアウト店⼀覧 2⽉15⽇時点

〈御殿場〉
店名 住所 メニュー内容 テイクアウト受付時間 定休⽇ 電話番号 当⽇電話予約注⽂OK 当⽇店頭注⽂OK 事前予約制

⾚から 御殿場店  御殿場市ぐみ沢36-5 爆弾から揚げ弁当、セセリ弁当、からたまパックなど 10:00〜21:00 なし 0550-80-5000 ○ ○

居酒屋やまごや 御殿場市川島⽥542-2  ランチタイム限定総重量500g以上Mix弁当など
10:30〜14:00
17:30〜22:00

⽊曜⽇ 0550-73-0353 ○ ○

居酒屋さかなや本店 御殿場市東⽥中1615-27 通常メニュー、マグロのカブト焼き（事前予約）など 15:00〜21:00 ⽉曜⽇ 0550-84-6888 ○

⿂啓 御殿場市印野1648 海鮮丼、マグロづくし丼、ちらし、寿司など 9:30〜20:00 ⽕曜⽇（祝⽇営業） 0550-89-0941 ○ ○

鰻百撰 駒⾨ひろ⽥ 御殿場市⼤坂317 うな重、とり重、串焼など
11:30〜15:00
16:30〜19:00

⽉曜⽇ 0550-87-0930 ○ ○

沖縄ごはん 蘿瑠 御殿場市新橋2073-15 1kg弁当、オムタコライス弁当、沖縄そばセットなど 11:30〜21:00 不定休 090-9227-8784
○

３時間前までに連絡

オリオン⾷堂 御殿場市板妻203-10 ⻑ネギたっぷり酢豚、豚⾁のみそ漬け焼きなど
11:00〜14:00
16:30〜19:00

 ⽉曜⽇ 0550-89-0636 ○ ○

お殿場焼 ⼩野商店 御殿場市新橋693-1 たこやき、ネギ塩タコ焼、たいやき、からあげなど 10:00〜19:00 ⾦・⼟・⽇のみ営業 0550-78-6718 ○ ○

カレーハウスCoCo壱番屋 御殿場ぐみ沢店 御殿場市ぐみ沢1259-1 グランドマザーカレー、カキフライカレーなど 10:00〜23:00 なし 0550-81-6551 ○ ○

漢⾵ 御殿場市新橋1535-1 通常メニューすべてテイクアウト可能
11:00〜15:30
17:00〜21:30

⽉曜
（祝⽇の場合は⽕曜）

0550-83-9727 ○ ○

季節料理 櫻亭 御殿場市東⽥中878-10 厚焼卵や季節の野菜の炊き合わせ、葛寄せ⾖腐など 11:30〜19:00 不定休 0550-82-4073 ○ ○

餃⼦酒場 ⿍ 御殿場市萩原626-3 定番餃⼦、鶏ナンコツ餃⼦、⿍のメンチなど
11:00〜14:00
17:00〜21:00

⽕曜⽇ 0550-70-5350 ○ ○

餃⼦製作所 ⼟⻯ 御殿場市新橋2035 御厨餃⼦、餃⼦「⽩」（しょうが）など 17:00〜22:00 ⽇曜⽇ 0550-98-8811

九良左衛⾨ 御殿場市北久原113-1 ビーフシチュー、タンシチュー、ハンバーグなど
11:30〜14:00
17:30〜20:00

⽔曜⽇・⽊曜⽇ 0550-88-0022
○

（１⽇前まで）

くいしんぼ五味 御殿場市萩原992-577 くいしんぼライス、ジャワカレー、カキピラフなど
10:30〜14:00
17:00〜19:00

⽕曜⽇・⽔曜⽇ 0550-80-5353 ○ ○

くるチキ⾷堂 御殿場市古沢816-2 くるくるチキン、でっかい唐揚げ、弁当など 11:00〜18:00 ⽉曜⽇・⽕曜⽇ 0550-75-9696 ○ ○

御殿場チャイニーズ たから亭 御殿場市東⽥中1766-7 15品の中から選べるファミリーセットなど
10:00〜17:00
(引き渡し19:00まで)

⽉曜⽇・⽕曜⽇ 0550-82-0224 ○

彩⾷茶間Coo 御殿場店 御殿場市新橋1990-2 ⽜タンとろろ味噌弁当、豚ロースあみ焼き弁当など
11:30〜14:00
17:00〜22:00

2⽉ ⽉曜⽇
3⽉〜 年中無休

0550-82-2010 ○

酒蔵 新五⽉ 御殿場市新橋1974 鶏レバみそ漬、若鶏半⾝唐揚、カマ焼、串焼きなど
15:30〜22:30
（持ち帰りは17:00〜）

⽇曜⽇ 0550-87-7304 ○ ○

サガミ 御殿場店 御殿場市萩原69-8 ⼿⽻先、プレミアム⼿⽻先など 11:00〜20:30 なし 0550-88-5510 ○ ○

GKB-fu焼⾁ 御殿場市神⼭719 ギュウ⽜カルビ弁当、熟成上ハラミ＆⽜タン弁当など
11:30〜14:00
17:30〜20:00

⽕曜⽇ 0550-87-5500 ○ ○

旬菜 やま城 御殿場市⼭之尻996-1 とんかつ弁当、海⽼フライ弁当、ミックス弁当など
11:30〜13:30
17:00〜20:00

⽔曜⽇・第1・3⽕曜⽇ 0120-30-9665 ○

タピオカ専⾨店 富⼠⾒ 御殿場市川島⽥542-2 タピオカミルクティー、抹茶ミルクティーなど
10:30〜14:00
17:30〜22:00

⽊曜⽇ 0550-73-0353 ○ ○

司季彩庵 久呂川 御殿場市⼆の岡1-1-43 会席弁当など 9:00〜22:00 ⽔曜⽇ 0550-82-5747
○

（２⽇前まで）

つけ麺 ⽩⻁ 御殿場市萩原44-2 持ち帰り⼿作り餃⼦など 11:00〜22:00 年末年始 0550-88-1188 ○ ○

道とん堀 御殿場店 御殿場市新橋841-2 極みチーズお好み焼き、豚焼きそばなど 11:30〜21:00 年末年始 0550-70-0215 ○ ○

Tokibaco 御殿場市川島⽥653-1 ⽇替わり弁当、下町のナポリタンなど 11:00〜18:00 ⽊曜⽇ 0550-70-1215
○

（１⽇前まで）

TRATTORIA FIRENZE 御殿場市新橋1998 前菜、パスタ、ピッツァ、メインディッシュなど
11:30〜14:30
17:30〜20:30

⽔曜⽇ 0550-82-0202 ○ ○

なんば⼀番 御殿場だこ 御殿場市川島⽥1336-3 様々な味のたこ焼き、⼤判焼など 11:00〜20:00 ⽉曜⽇・第2⽕曜⽇ 0550-73-1253 ○ ○

⼆代⽬⿂がし 御殿場店 御殿場市萩原57-2 お寿司、うな重、天重、刺⾝定⾷など 11:00〜19:00 なし 0120-83-9397 ○ ○

びっくりドンキー 御殿場店 御殿場市ぐみ沢1226-3 チーズハンバーグ、おこさまランチなど 10:00〜23:30 なし 0550-88-0818 ○ ○

名鉄菜館 御殿場市新橋732-1 ⽜⾁とピーマンの細切り炒め弁当、回鍋⾁弁当など 9:00〜19:30 なし 0550-83-0722 ○ ○

めんくい亭 御殿場市川島⽥619-21 しょうが焼き、レバニラ、チャーハンなど 11:00〜20:00 ⽕曜⽇ 0550-83-0824 ○ ○

やきとり 極 御殿場市新橋1970-11 焼き⿃など（テイクアウト限定サービスセットあり） 12:00〜20:00
⽔曜⽇
(テイクアウトはOK)

0550-82-6844 ○ ○

焼⾁よしの 御殿場市東⽥中1001-5 ⿊⽑和⽜カルビ弁当、⿊⽑⽜タン弁当など 11:30〜22:00 なし 0550-83-9588 ○ ○

レストラン クラップ 御殿場市⼭之尻1043-4 ハンバーグ＆⿊⽑和⽜ビーフシチューなど
11:30〜13:30
17:00〜20:00

⽔曜⽇・第2⽕曜⽇
0550-70-9090
0120-088-983

○ ○

六⽂亭 神⼭店 御殿場市神⼭1925-1719 焼⾁チャーハン、スタミナ丼、ラーメンなど
11:00〜15:00
17:00〜20:30

⽕曜⽇ 0550-87-3445 ○ ○

YMCA東⼭荘 森のレストラン 御殿場市東⼭1052 カレーライス、ハヤシライス 11:30〜13:30
⼟・⽇のみ営業
（不定休）

0550-83-1133 ○ ○

〈⼩⼭〉

三軒屋 ⼩⼭町⼩⼭107-8 カツ丼、もつ煮込み、⽟⼦焼き、オムライスなど 11:00〜18:00 不定休 0550-76-1764 ○

詳しくは、FM86.3MHz 富⼠⼭GOGOエフエムの放送「テイクアウトdeおうちごはん」（朝8:00頃〜 昼12:40頃〜 ⼣18:00頃〜）を聞いてくださいね！！


