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おねぎや楽旬

柳井市南町7丁目1-1 門屋ビル1階
１７時から２２時　　日曜日

住
営 休

TEL：0820-23-9111
自家栽培のネギや地元食材を使った和風創作料理

※平郡産の特殊なシャキシャキひじきを
ぺペロンチ－ノ風に仕上げたお惣菜。真
空加工しており賞味期限は冷蔵１ヵ月

●ぺペロンひじき
　200g 550円

17時から20時30分注文受付時間

※店舗は
　順不同です。

ご注文の際
は

各店舗に

お問い合わ
せ

下さい。

飲食店の持ち帰り商品をタクシーが代行配送！「外出を自粛しておられる方」「車を運転できない方」に朗報！飲食店の個性あふれる持ち帰り商品をタクシーで代行配送しています。

商品の代金と、距離に応じた配送料金の合計額をお支払いください。
※この事業は、「救援事業」として運輸局へ届出を行い、実施しています。
※本来のタクシー業務に支障がない範囲で行いますので、配送の時間等の調整をお願いすることがあります。

テイクアウト（持ち帰り）を行っている柳井市内の飲食店に商品を注文。
商品の代金、受け渡しの出来る時刻を聞いてください。
※日積・伊陸地区にお住まいの方は、地区外の飲食店１店以上へ注文

①柳井市内の飲食店に商品を注文

②柳井市内のタクシー事業者に商品の配送を依頼
柳井三和交通（0820）22-3333　柳井第一交通（0820）22-0061
商品の代金、受け渡しの出来る時刻をタクシー事業者にお知らせください。

③タクシー運転手がご自宅へ商品を配送

※利用者軽減制度は、柳井市内（平郡を除く）の飲食店商品の柳井市内配送分に適用。差額は柳井市の補助で賄います。
※複数のお店で依頼した場合は、最初のお店から走った距離で計算。※飲食店商品配送以外の商品のみの配送は、通常期の料金を適用。

柳井地区タクシー協会
☎0820-22-1001

配送料金は2kmまで３００円に軽減（令和２年７月３１日まで）
店から

自宅までの距離
～２ｋｍ
～３ｋｍ
～４ｋｍ
～５ｋｍ
～６ｋｍ
～７ｋｍ
～８ｋｍ

８ｋｍを超える距離

３００円
４５０円
６００円
７５０円
９００円

１，１００円
１，４００円

６００円
９００円

１，２００円
１，５００円
１，８００円
２，１００円
２，４００円

利用者負担額
（通常期）

利用者負担額
（令和２年７月３１日まで）

１ｋｍ毎に３００円加算 １ｋｍ毎に３００円加算

サンマロ－
TEL：0820-23-3771

柳井市中央2-15-17
８時から１８時　　水曜日

住
営 休

http://www.sanmalo.info/ http://itonamicafe.com

８時から１２時
●ローストビーフサンド
　518円
●カツサンド 432円
●厚焼玉子サンド 378円

注文受付時間

日本酒をメインにした創作和食居酒屋

四季旬菜 蔵や

柳井市柳井津437
（昼）１１時３０分から１３時３０分
（夜）１７時３０分から２２時３０分

住
営

休

TEL：0820-23-3998

http://www.kuraya-yanai.com/

11時から15時

●日替わり弁当 648円

水曜日

注文受付時間 （昼）11時から14時、（夜）17時から20時注文受付時間
●カルビー、タン、豚ロース、
　ホルモンAセット 4,320円
●カルビー、タン、豚ロース、
　ホルモンBセット 5,400円（増量）
●カルビー、タン、豚ロース、
　ホルモン、ミノCセット 6,480円

1964年オ－プン 柳井で一番古い焼肉店です。

焼肉とらじ
TEL：0820-22-1990

（昼）11時より

柳井市中央２丁目12-18
平日：（昼）１１時から１２時３０分、（夜）１７時から２１時３０分  日曜日、祝日：１７時から２１時
火曜日※火曜日が祝日の場合は水曜日

住
営
休

注文受付時間

ItonamiCafe

柳井市日積3060
11時から16時　　日曜日、祝日※不定休有り

住
営 休

TEL：0820-28-0067
日積産のお米や野菜、地産食料を使用したデリ。
手作りのお弁当やデリを提供しています。

●お弁当 800円
●おつまみセット 1,200円
●オードブル 3,240円～（3日前まで予約）

9時から15時注文受付時間

火曜日から土曜日：9時から15時
※直接販売しています。

注文
受付時間

手作り感あふれる厳選された
原料を使用した焼き菓子です。

ふれあいショップ 一粒の麦
TEL：0820-23-7659

柳井市中央3丁目14-15　　日曜日、月曜日、祝日
火曜日から土曜日は9時から15時

住
営

●約20種類のカップ焼き菓子
　120円/個
●3種類のパウンドケ－キ
　800円～1,200円

仕出しの河村
TEL：0820-22-5000

休

ソウル
TEL：0820-22-6939

●韓国のり巻き
　650円/本
●ビビンバ 1,100円
●チヂミ 990円
柳井市南町2丁目7-13　　火曜日
（朝）11時から14時、（夜）17時から21時
住
営

休

韓国料理

牛骨ス－プの中華そば

洋RUN 柳井本店

柳井市南町2丁目7-19
（昼）11時から14時、（夜）17時から20時
月曜日※月曜日が祝日の場合は火曜日

住
営
休

TEL：0820-22-8868

注文
受付時間
●中華そば（並） 600円
●つけ麺（並）    800円
※（中）（大）もあります
※トッピングはネギ、もやし、チャ－シュ－等

（昼）11時から13時50分
（夜）17時から19時50分

注文受付時間 10時から19時30分
おいしい。やすい。ホッとする。毎日でも食べたいうどんのお店。

どんどん ゆめタウン柳井店

柳井市南町4丁目5-3 ゆめタウン柳井店2階
10時から20時　  年中無休

住
営 休

TEL：0820-23-4478

●肉うどん 480円
●かつ丼 580円
●肉ぶっかけうどん 520円
※出汁とうどんを入れて煮るだけ

注文受付時間 9時30分から20時

16時にも毎日16種類以上の焼立てパンが
焼き上がるパン屋さん。

ベ－カリ－十六柳井店

柳井市南町4丁目5-3 ゆめタウン柳井店内
9時から20時　  年中無休

住
営 休

TEL：0820-23-4857

笑顔と幸せを届ける焼肉屋のお弁当です。 地産地消の手作り弁当をご賞味ください。

肉屋の炭火焼肉 和楽

柳井市古開作682-1　  年中無休
月曜日から木曜日、日曜日、祝日 （昼）11時30分から14時30分、（夜）16時30分から22時30分
金曜日、土曜日、祝日の前日（昼）11時30分から14時30分、（夜）16時30分から23時30分

住
営

休

TEL：0820-23-8929

注文
受付時間
●お家BBQセット 4,400円～
●サ－ロインステ－キ弁当 750円
●特上ハラミ弁当 850円

（昼）11時30分から14時
（夜）17時から21時

注文
受付時間

【テイクアウト】8時から12時
【デリバリ－】8時から10時30分

注文
受付時間

【テイクアウト】7時から22時
【デリバリ－】平日のみ、当日9時45分まで※10時から12時の間にお届けます。

注文受付時間

たくさんの「おいしい」笑顔をコンセプトに、ホシフル－ツでは
高品質でフレッシュな果物やスイ－ツを販売しています。

ホシフル－ツ

柳井市南町3丁目4-7
9時45分から17時30分　　水曜日

住
営 休

TEL：0820-24-6060

●フル－ツソフト（ミックス） 500円
●フル－ツサンド 450円
●ほうれん草とトマトのキッシュ 330円

1週間前までにお願いします。
8時30分から16時30分

注文
受付時間

障害を持った方と一緒にお弁当作りを行っている。バランスを考えた健康的
なお弁当です。伊陸米等できる限り地元産の食材を使うようにしています。

まいむ本館（パントまいむ）
TEL：0820-25-1601

柳井市天神19-10　　土曜日、日曜日
8時30分から16時30分

住
営

●特製日替弁当
　あかいの 450円、くろいの 500円

おかず１品からお持ち帰りできます。お弁当の配達もどうぞ。

ごはんや山口柳井食堂
TEL：0820-22-2783

休

配達時間 11時30分から12時30分

9時45分から18時30分

http://www.s-dondon.co.jp

柳井市宮本西1790-6
8時から16時　  年中無休

住
営 休 休

https://waraku-yanai.owst.jp

●塩パン 130円
●チ－ズカレ－ドック 238円
●毎日ちぎってパン（ぶどう） 842円

http://www.shidashinokawamura.com/

柳井市北浜1-11
7時から22時　  年中無休

住
営

http://bit.ly/36wosQm

●唐揚弁当 620円
●日替弁当 490円から

●日替弁当 400円～
●玉子焼 183円
●さばの煮付 324円

どんぶり名人柳井店
TEL：0820-23-8887

注文
受付時間

宅配ピザ

シカゴピザ柳井店
TEL：0820-23-8882

休柳井市北浜1-11　  年中無休
（昼）11時から15時、（夜）17時から21時30分
住
営

https://www.chicago-pizza.com/menu/others.html

●シカゴクラシック　Mサイズ　2,408円
●バラエティキッチン　Mサイズ　2,408円
●香りのシ－フ－ドバジル　Mサイズ　2,700円
※（R）（L）サイズもあります。

（昼）11時から15時
（夜）17時から21時30分

注文
受付時間

どんぶり専門店 出来たての味お届けします。

休柳井市北浜1-11　  年中無休
（昼）11時から15時、（夜）17時から21時30分
住
営

https://www.donburi-meijin.jp/

●天丼 800円
●カツ丼 950円
●親子丼 950円

（昼）11時から15時
（夜）17時から21時30分

※掲載以外のメニューもご用意しております。※掲載価格は税込み価格となっております。



10時から14時 
配達時間は応相談

注文
受付時間

板前さんのこだわり手造り弁当とお料理
お店のメ二ュ－の中で汁物以外はお持ち帰り頂けます。

たなか
TEL：0820-22-1336

柳井市中央2-3-21 たなかビル
10時から18時　  日曜日、祝日（事前予約があれば対応可）

住
営

●日替弁当 550円
●天丼 850円
●オムライス 650円

休

住
営

休

明るい店内で、リ－ズナブルな価格で提供しています。

串揚げ居酒屋 戸越
TEL：0820-25-1880

●串揚げ 120円/本
●油淋鶏 700円
●名古屋手羽先
　500円/3本
柳井市南町7-1-1 門屋ビル1階
18時から23時　　日曜日、祭日の月曜日

住
営 休

17時から19時注文受付時間

刺身からお肉まで

小料理 絹
TEL：0820-22-6696

柳井市姫田13-6
18時から深夜2時　  日曜日、月曜日、祝日

住
営 休

●トンカツ 1,400円
●串カツ 1,400円
●エビフライ/3匹 1,400円
●とり唐揚 900円

18時から深夜1時30分注文受付時間

一般食堂　定食及び麺類

松秀食堂
TEL：0820-22-1016

11時30分から14時

柳井市中央1丁目10-18　　不定休
（昼）11時30分から14時、（夜）18時から21時
住
営

休

●カレ－ライス・・・・・500円
●焼きめし・・・・・・・・600円
●しょうが焼定食・・・800円

注文受付時間
昭和26年創業　　
先代の考えた柳井のソ－ルフ－ド（あんかけ焼きそば）

むさしの

営

TEL：0820-22-0634

柳井市中央2-7-18　　水曜日
（昼）11時30分から14時、（夜）17時30分から21時
住 休

●あんかけ焼きそば 800円
●五目そば 700円
●カツ丼 900円

前日か当日AM11時まで注文受付時間

創業40年 本格手作りの味を自宅で

らんちはうす かのこ
TEL：0820-23-2528

10時から19時

柳井市新庄1564-6
10時から21時　　日曜日

住
営 休

●ハンバーグ定食
　1,300円
●お好み焼き 700円～
●からあげ定食 1,100円

注文受付時間

韓国の家庭料理を提供しています。

幸せの味

柳井市古開作957-3　　月曜日
（昼）11時から14時、（夜）17時から21時
住
営

休

TEL：0820-22-5224

●海鮮チヂミ 1,500円
●サムゲタン 2,500円
●春雨炒め 1,000円

（昼）11時から13時
（夜）17時から19時

注文
受付時間

お好み焼・鉄板焼

お好み焼 かずちゃん

柳井市南町7丁目1-1 門屋ビル1階　  不定休
（昼）11時30分から14時、（夜）17時30分から20時
住
営

TEL：0820-23-7039

休

●広島風
　肉玉そば 650円
　スペシャルそば 880円
●鉄板焼 ホルモン焼き塩味
　600円　※容器代が別途30円

創食浪漫館 TONTON

柳井市南町4-4-66
（昼）１１時から１４時、（夜）１７時から２０時
住
営

休

TEL：0820-23-7139

火曜日

とんかつ専門店

食卓の彩りに、オフィスやご家庭のパーティーに、当店の名物料理をどうぞ。

うまいもんや魚好人
TEL：0820-24-1234

柳井市中央2-16-11
17時から21時30分

住
営 休日曜日

●焼さば押しめし 1,000円
●魚好人オードブル 4,000円
●刺身盛合せ 2,800円

注文
受付時間

16時から18時
※オードブル、刺身盛合せは前日要予約

シュシュ柳井店
TEL：0820-22-0333
出来立てのスイ－ツが楽しめます。本格的なホットサンドも販売

柳井市新庄11-6
10時から18時

住
営 休元旦のみ

●季節のフル－ツタルト ￥680　
●ショコラタルト￥480
●ホットサンド￥600
https://www.kasinoki.co.jp/chouchou/01t.htm

ケ－キ・焼き菓子：10時から18時
ホットサンド・ドリンク：10時から15時

注文
受付時間

自然生家
TEL：0820-23-9511
自然薯料理をメインとした昼は御膳、夜はアラカルトとお酒の店

柳井市古開作587-7　　火曜日
（昼）11時30分から14時、（夜）18時から23時
住
営

休

●自然薯のお好み焼き
　1,000円
●ステ－キ丼 1,980円
●ロ－ストビ－フ丼 1,200円

ぶっとび亭
電話では受付けしませんので
Instagram：Buttobitei か
Facebook:煮干し中華そば ぶっとび亭
での注文受付けになります

柳井市柳井134-24
11時から15時　　日曜日

住
営 休

●中華そば 940円

周防大島のいりこをふんだんに使用した。
昔ながらの中華そばです。
注文受付時間 11時から15時

注文受付時間 11時30分から14時、18時から20時

注文受付時間

柳井港魚市場直送の地魚の美味しさを、食卓
や会合でもどうぞ。ネット注文が便利です。

のん太鮨一丁目一番地 柳井店
TEL：0820-25-1311

http://www.fujima-g.jp

11時から20時

午前9時頃まで
伊陸地区内

注文
受付時間

地産地消を心がけています。

庵ふーちゃん 
TEL：0820-26-0702

柳井市伊陸737
9時から12時　　日曜日、月曜日

住
営 休

●日替弁当 450円から
●おかずセット 300円から

鳴門
TEL：0820-45-3144
目の前に広がる瀬戸内の魚介類を使った魚料理、
釜めし、じゃんぼ海老フライなどを提供させて頂きます。

柳井市大畠1421-2　　火曜日
（昼）11時から14時30分、（夜）17時から20時30分
住
営

休

●鯛釜めし 1,690円
●あなご釜めし 1,690円
●名物のジャンボ海老フライ 1,530円

注文受付時間
和、洋、中　お酒に合う物中心

鉄板居酒屋のろし
TEL：0820-23-4555

柳井市中央2丁目6-8
17時30分から23時　　日曜日、月曜日

住
営 休

15時から21時
●オ－ドブル盛り合わせ
　3,000円～5,000円
●ピザ 1,400円～1,600円
●だし巻き卵 550円～650円

注文受付時間
うどん・そば専門店

うどんの釜屋
TEL：0820-23-3141

柳井市南町7丁目2-5
11時から20時　　日曜日

住
営 休

11時から20時

イタリア製薪窯で焼くピッツアを提供する本格イタリアン

薪窯イタリアン アルベロ
TEL：0820-23-2133

10時から18時
●前菜盛り合わせ（2名分）
　2,400円
●マルゲリ－タエクストラ
　1,700円
●カルツォ－ネ 1,300円～
柳井市新庄419-11
11時から19時　　月曜日

住
営 休

注文受付時間

注文受付時間

五蘊 （ごうん）
TEL：090-7779-9965

柳井市柳井津299
18時から深夜１時　　日曜日

住
営 休

●たこやきソ－ス 500円
●たこやき明太マヨ 600円
●たこやき塩 500円

大切な家族・友人とのお食事の
お仕度をさせて頂いています。

仕出しのふじま 柳井店
TEL：0120-213-785

http://www.fujima.co.jp/shidashi/

柳井市伊保庄田布路木2676-15
9時から18時

住
営 休元旦

●華時計弁当 1,500円
●オ－ドブル 6,600円
●さざん瀬戸弁当 1,300円

ご注文は前日までにお願いします。

注文
受付時間

（受取時間）（昼）11時30分から14時
（夜）17時30分から19時30分

沖縄料理をメインとしています。

島々
TEL：0820-23-7877

柳井市南町7丁目1-1 門屋ビル1階
（昼）11時から13時30分、（夜）16時30分から19時
月曜日、第3日曜日

住
営
休

●揚物盛合せ（2名様分） 1,200円
●タコライス 850円
●ゴーヤーチャンプル－ 780円

注文受付時間
北海道の麦を使用

らーめんみそ膳
TEL：0820-22-7175

柳井市南町6丁目1-5
11時から22時　　年中無休

住
営 休

11時から22時

●札幌みそラ－メン 730円
●肉味噌ラ－メン 980円
●豚骨みそラ－メン 750円

730

夏のスタミナ・免疫力アップに当店こだわりの「うな重」をどうぞ。

さざん亭 柳井店
TEL：0820-22-3390

http://www.fujima-g.jp

柳井市南町5-3-18
11時から21時30分　　木曜日

住
営 休

注文受付時間 11時から20時

地元食材を使った家庭料理を中心にしたメ二ュ－

権兵衛
TEL：0820-22-0872

柳井市新天地6-10
18時から22時　　日曜日、月曜日

住
営 休

注文受付時間

●弁当 日替り 600円
●からあげ 700円
●お子様 400円

11時から20時（前日までの予約）

9時から19時※事前電話予約の方がスム－ズです。注文受付時間 （昼）11時30分から13時30分、（夜）17時30分から20時注文受付時間
（昼）11時から14時、（夜）17時から20時注文受付時間

http://tonkatsu-tonton.com/

●厚切りロ－スカツ 1,512円
●薩摩フィレカツ 1,555円
　他とんかつ各種

http://www.fujima-g.jp

柳井市南町3-4-6　　水曜日
（昼）１１時から14時30分、（夜）17時から21時30分

●こだわりうな重 2,100円
●天丼 1,078円
●ヒレかつ弁当 1,078円

※掲載以外のメニューもご用意しております。※掲載価格は税込み価格となっております。

http://www.o-naruto.jp/

●特製うどん 748円
●肉うどん 638円
　など
店内各種メニューお持ち帰り出来ます

たこ焼きがメインの居酒屋
10種類のたこやきが選べる

17時から22時

家飲みのおつまみからお食事まで対応できる総合居酒屋

はなの舞 柳井駅前店

柳井市中央2-17-12 さつきビル1階
17時から23時

住
営 休

TEL：0820-24-1305

https://www.hotpepper.jp/strj001170750/food/

●握り寿司5種 650円
●串焼き5種 870円
●ソ－ス焼きそば 540円

年中無休

17時から22時注文受付時間

注文受付時間

北海道から空輸される山中牧場ソフトクリ－ム
北海道原料でつくられたぼたもちなどスイ－ツのお店です

北の仲間 デイリ－きゃんぱす
TEL：0820-23-2146

http://www.yanai-bb.com

●山中牧場ソフトクリ－ム 200円
●ぼたもち各種 90円～
●みたらし団子 90円～

柳井市駅南1-13
10時から19時

住
営 休年中無休

10時から19時注文受付時間

たこ焼 たい焼 おおさか屋

住
営 休

TEL：0820-22-7946

注文受付時間
●たこ焼（8ケ入） 550円
●マヨたこ焼（8ケ入）
　650円
●あげたこ焼（8ケ入）
　570円
柳井市南町3丁目6-19
10時から22時　　年中無休

10時から22時
野菜ソムリエ上級プロ柳井さつきのお店
JR柳井駅のすぐ目の前です。

さつきカフェ
TEL：080-1923-2241

●さつきカフェランチ 800円
●子ども応援ランチ 350円
●おうち時間応援ランチ 500円

柳井市中央2丁目17-12 さつきビル1階  　　不定休※HPでご確認ください。
日曜日から木曜日 11時30分から17時
金曜日・土曜日 11時30分から22時

住
営

休
https://satsuki-cafe.com/satsukicafe/

注文
受付時間

「フォ－クがなければ食べられない 具だくさんス－プ」を強みとし、美容と健康を
意識したファーストフード店。女性が一人でも気軽に食事ができる入りやすい店舗

very berry soup 柳井ジャムズ店

柳井市南町6丁目1-7　  月曜日、火曜日
水曜日から土曜日：10時30分から19時
日曜日、祝日：10時30分から18時

住
営

休

TEL：0820-24-6616

https://www.favy.jp/shops/262787

●オニオングラタンハンバ－グ 675円
●サ－モンと鶏肉のクリ－ムシチュ－ 675円
●スンドゥブ 686円

【水曜日から土曜日】10時30分から18時
【日曜日、祝日】10時30分から17時

柳井に開店して35年。たこ焼きの他セットメ二ュ－も充実

前日17時まで※予約のみ
●上鮨盛り 1,815円
●一丁目一番地盛り（1人前） 2,355円




