
 ※店舗名をクリック 

  

鉄板 天生田 

こころ屋 

ビストロまんまルリアン 

リトファンイタリアーノ 倉敷中庄店 

焙煎工房 まめや倉敷珈琲 

お好みてっぱん庄司 

炭火焼 味の店 てんりょう 

倉敷国際ホテル 

レストランポンヌフ 

焼肉 マルキ 

すし遊館 新倉敷店 

うどん坊 

郷土料理 竹の子 

コメダ珈琲店 倉敷中島店 

広島お好み焼・カレー ＴＡＫＵ 

ビジネスホテル・アポイント 

ふるいち 仲店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 事業所掲載中（随時更新）   

+ 

倉敷商工会議所管内で「テイクアウト（持ち帰り）」・「デリバリー（配達）」を行っている会員飲食店

（店内に飲食スペースがある店）を特設サイトでご紹介します。 

http://www.kura-cci.or.jp/post-3284/


  

  

 

 

 

ふるいち 仲店 
住所 倉敷市阿知 2-3-23 電話番号 086－422－2389  

営業時間 9:00～20：30 定休日 なし  

公式 Web/SNS https://www.marubu.com 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・ぶっかけうどん 510円 ・ぶっとろうどん 610円 

便利なお持ち帰りうどんは、いつでもどこでもふるいちの味が楽しめます。 

お電話でご注文していただくと、お待ちいただくことなくスムーズにお受け取りいただけます。 

また、「会社にいながら受け取れる！」オフィス宅配も始めました。ご利用お待ちしております。 

←ぶっかけうどん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 

https://www.marubu.com/


  

  

 

 

NO IMAGE 

ビジネスホテル・アポイント 
住所 倉敷市美和１丁目 14-29 電話番号 086-423-2600  

営業時間 月～金曜 8：30～15：00、土曜（テイクアウトのみ）11:00～14:00 定休日 日曜日  

公式 Web/SNS http://hotel-appoint.jp/index.html 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・サンドイッチ（全 8種） 300円 ・おかずケーキ（日替わり） 200円～ ・照り焼きサンド 300円 

オススメは、照り焼きサンド。特製ソースにたっぷりの野菜のボリューム感があるサンドイッチです。サンドイッチの他にもおか

ずケーキ等々あります。 

 

←照り焼きサンド 

 

 

広島お好み焼・カレー ＴＡＫＵ 
住所 倉敷市船倉町 1253-1 電話番号 086-434-2003 営業時間 11:30～14:30、17:30～20:00 

定休日 月曜日（祝日は営業）  

公式 Web/SNS http://www.okonomiyaki-taku.com/ 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・ＴＡＫＵスペシャル（お好み焼） 1,166円 

・チーズオムレツカレー 972円 

ＴＡＫＵスペシャルは、シーフード（ホタテ、エビ、イカ）と豚肉が入った、子どもから大人まで楽しめるお好み焼きです。また、

カレーに使用しているこだわりのスパイスは、たくさんの種類を調合したオリジナルのものです。 

 

←ＴＡＫＵスペシャル 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 

http://hotel-appoint.jp/index.html
http://www.okonomiyaki-taku.com/


  

  

 

 

 

コメダ珈琲店 倉敷中島店 
住所 倉敷市中島 1385-3 電話番号 086-466-6430 営業時間 7:00～23:00 

定休日 なし 

公式 Web/SNS https://www.komeda.co.jp/search/shopdetail.php?id=759 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・サンドイッチ系 630円～670円 ・コメチキ 580円 

美味しい珈琲やソフトドリンクはもちろん、大人気、ボリューム満点のカツパンを始め、手軽に食べられるコメチキなど、スナッ

ク類もお持ち帰りできます。出来たて商品をお渡ししているので、事前にお電話をいただけるとスムーズにお渡しできます。一部テ

イクアウトできない商品もございますので、お気軽にお問い合わせください。 

 

←左：ハムサンド（630円）、右：アイスオーレ（510 円） 

 

NO IMAGE 

郷土料理 竹の子 
住所 倉敷市阿知 3-12-10 電話番号 086-425-7720 営業時間 12:00～14:00、17:00～21:00 

定休日 日曜日、祝日 

公式 Web/SNS http://www.kurashiki-takenoko.jp/ 

NO IMAGE 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・鉢料理 1人前 3,240円（2人前～） 

・お弁当各種  1,000円～ 

 

 

 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

https://www.komeda.co.jp/search/shopdetail.php?id=759
http://www.kurashiki-takenoko.jp/


  

  

 

 

 

うどん坊 
住所 倉敷市中島 797 電話番号 086-465-7779 営業時間 11：00～20：00 

定休日 火曜日  

公式 Web/SNS https://udonbou.com #udonbou-kurashiki  @udonbou.kurashiki 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・だしがきいてる 親子丼 690円 ・揚げたてサクサク 天ざるうどん 940円 

・オクラと山芋、生わかめとトマトねばとろうどん 690円  

・おだしと玉子のマリアージュ温玉かき揚げうどん 690円 

親子丼は、お出汁でコトコト煮込んだ鶏肉！ダブルのお出汁でおいしさ倍増！ねばとろうどんは、ねばねばのオクラと山芋、そして

わかめにトマト、ヘルシーうどんで暑さを乗り切ろう！ 

←ねばとろうどん 

 

NO IMAGE 

すし遊館 新倉敷店 
住所 倉敷市玉島八島 1559-1 電話番号 086-523-5151 営業時間 11:00～20:00 

定休日 なし 

公式 Web/SNS http://sushiyoukan.com 

NO IMAGE 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・並握り１人前 990円 

・手巻きセット 4人前（シャリ、海苔付き） 4,928 円 

 

 

 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

https://udonbou.com/
http://sushiyoukan.com/


  

 

 

 

NO IMAGE 

焼肉 マルキ 
住所 倉敷市笹沖 423-2 電話番号 086-427-2929 営業時間 17:00～23:00（店舗）、11:00～（持ち帰り/配達） 

定休日 木曜日  

公式 Web/SNS https://maruki.gorp.jp 

NO IMAGE 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・焼肉弁当 800 円 

・焼肉弁当 1,000円 

 

 

 

 

NO IMAGE 

レストランポンヌフ 
住所 倉敷市上東 516-7 電話番号 086-462-8300 営業時間 11：00～14：00、17：00～19：00 

定休日 毎週水曜日、第 2火曜日  

公式 Web/SNS https:/pontneuf.jp/news（最新テイクアウトメニュー） 

https://www.instagram.com/pont_neuf1986/ 

NO IMAGE 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・ランチ BOX、ステーキ丼、ローストビーフ丼、オードブル盛り合わせ 1,000円～ 

・デザート各種 250円～ 

 

 

 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

https://maruki.gorp.jp/
https://pontneuf.jp/news
https://www.instagram.com/pont_neuf1986/


  

  

 

 

 

倉敷国際ホテル 
住所 倉敷市中央 1-1-44 電話番号 086-422-5144 営業時間 11：00～17：00 

定休日 なし  

公式 Web/SNS https://www.kurashiki-kokusai-hotel.co.jp 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・3段折詰 フレンチ御膳 春風―Ha.Ru.Ka.Ze―     5,000円 ・2段折詰 フレンチ御膳 長閑―No.Do.Ka―    3,000 円 

・2段折詰 料理旅館の和膳 松花堂弁当         3,000円 

旬の食材をふんだんに使った倉敷国際ホテルと料理旅館鶴形のお弁当をご用意しました。 

5個以上からは配達も承っております。 

ぜひご家庭や職場でお愉しみ下さい。 

←3段折詰 フレンチ御膳 春風―Ha.Ru.Ka.Ze―   

 

 

炭火焼 味の店 てんりょう 
住所 倉敷市阿知 2-9-10 ＦＪＫ倉敷駅前ビル 地下１階 電話番号 086-425-2763 営業時間 17:30～23:00 

定休日 日曜日  

 

 

【メニュー】 

・炭火焼とり各種 1本 170円（税別）～  

倉敷駅南口より徒歩 5分の好立地◎、創業から 35年以上続く老舗風和風居酒屋。 

焼きとり、その他メニューもほぼお持ち帰り頂けます。(刺身等生もの除く) 

500 円(税別)以上お持ち帰りで、缶ビール(350ml)プレゼント！ 

←焼きとり各種 170円(税別)より 

 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 
※配達は５個～・ホテルより 10ｋｍ以内 
※予約は３日前まで（配達及び 10 個以上になる場合は７日前まで） 

https://www.kurashiki-kokusai-hotel.co.jp/


  

  

 

 

 

お好みてっぱん庄司 
住所 倉敷市南町 7-26 近藤ビル 101 電話番号 086-454-7460  

営業時間 （平日）17：00～23：00（土・日）11：30～14：00、17：00～23：00（※日曜日～21：30） 

定休日 月曜日 公式 Web/SNS Instagram ＠okonomiteppanshoji 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・お好み焼き（広島焼・関西焼） 880円～ ・焼そば 880円～ ・広島お好み焼 肉玉スペシャル 1,080円 

オススメは、「広島お好み焼 肉玉スペシャル」。本場広島から取り寄せている生麺を湯がしてパリパリに焼いた麺は最高です！こ

れにソースも広島のメーカーミツワさんを使用。甘辛いソースとパリパリの麺、たっぷりのキャベツとの相性が抜群、そして広島焼

には外せないイカ天入りで上にはたっぷりのネギがのっております！！ 

←広島お好み焼 肉玉スペシャル  

 

 

焙煎工房 まめや倉敷珈琲 
住所 倉敷市水江 1281 電話番号 086-441-5276  

営業時間 11：00～18：00 定休日 水曜日  

公式 Web/SNS  https://mkc2016.com/ 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

珈琲豆各種 1,000円～4,500円（・倉敷ブレンド ・ブラジルサントス ・コロンビアスプレモ 各 1,000円【価格/240g】） 

まめや倉敷珈琲は生豆からお好みの深さに焙煎した香り豊かな珈琲豆をご提供致します。ご家庭で出来るだけ新鮮で美味しい珈琲

を愉しんで頂くために、少量（生豆 240g）からお好みの深さに焙煎しています。 

煎り方にもよりますが、生豆 240g場合ご注文後 20分程度お待ち頂きます。お電話での事前注文も承っています。 

←売り場の生豆 

 

 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 

※価格・取扱商品は、予告なく変更する場合があるのでご了承ください。 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

https://www.instagram.com/okonomiteppanshoji/?hl=ja
https://mkc2016.com/


  

  

 

 

 

リトファンイタリアーノ 倉敷中庄店 
住所 倉敷市徳芳 117-1 電話番号 086-441-7418 営業時間 11：00～20：00 

定休日 不定休 

公式 Web/SNS 「リトファン」http://litofun.co.jp/ 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・石窯ピッツア・パスタセット 980円～ ・前菜サラダなど 580円～ ・ベーコンと卵の照り焼きピッツァ 1,350円 

国産小麦粉を使用した風味豊かなピザ生地で仕上げた本格ピッツァ（マルゲリータ、カプリチョーザ等）、パスタ（カルボナー

ラ、アマトリチャーナ等）がお楽しみいだけます。「ベーコンと卵の照り焼きピッツァ」は一押しで、前菜サラダ（580円）や石窯

ピッツァ・パスタのセット料理等も用意しております。 

←ベーコンと卵の照り焼きピッツァ  

 

 

ビストロまんまルリアン 
住所 倉敷市平田 260-2 電話番号 086-486-1015 営業時間 10:30～16:00 

定休日 お問い合わせください 

公式 Web/SNS https://bistro-manma-lelien.com/ 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・お子様カレー/星形ハンバーグドリア（幼児用） 200円 

・7種の野菜を使ったベジタブルカレー（大人用） 300円 

外出自粛の中、ご家族の３食のご用意をちょっとでもお手伝いできればと思います。当店は家族経営なので人件費を抑え、材料原

価でご提供させていただく完全支援企画です。写真中央と奥の幼児用カレーとドリアは 7大アレルゲン不使用でアレルギーがあるお

子様も大丈夫です。大人用の 7種の野菜を使ったベジタブルカレーは野菜の甘味たっぷり。ブイヨンから手作りの長時間煮込んだシ

ェフのこだわりカレーです。 

←写真手前から 7種の野菜を使ったベジタブルカレー、お子様カレー、星形ハンバーグドリア 

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

http://litofun.co.jp/
https://bistro-manma-lelien.com/


  

  

 

 

 

こころ屋  
住所 倉敷市中畝 4-2-29 電話番号 086-454-2690  

営業時間 レストラン営業時間：11:30～21:00、お弁当注文対応時間：9:00～21:00 

定休日 レストラン営業：月・火・水、お弁当販売・配達：なし 

公式 Web/SNS https://cocoloyakurashiki.wixsite.com/cocoloya 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・ハンバーグ弁当 800円 ・とんかつ弁当 750 円 ・自家製ハンバーグ＆エビフライ弁当 1,000円 

一度食べたらくせになる昔ながらの本格的な自家製デミグラスソースがかかったとんかつ弁当と手作りハンバーグ弁当が自慢で

す。ボリュームたっぷり自家製ハンバーグ＆エビフライ弁当もオススメです。 

洋食屋さんのちょっと贅沢弁当をご家族一緒にどうぞ。 

←自家製ハンバーグ＆エビフライ弁当  

 

 

鉄板 天生田 
住所 倉敷市川西町 16-14 モトヤビル１階 電話番号 086-427-8900 営業時間 11:00～15:00 

定休日 不定休  

公式 Web/SNS https://amouda.gorp.jp/ 

 

【メニュー】（メニューは全て税込み価格で表示） 

・Ａ５黒毛和牛カレールー 1,100円 ・天生田プルコギ弁当 1,600円 ・天生田ステーキ弁当 2,700円 

岡山の人気店出身のオーナーシェフによる、彩り豊かな鉄板料理。最上級の特選黒毛和牛の中でも、産地に捉われず、味で選り

すぐった極上を用意しております。社内や取引先との会議や打ち合わせにまとめてご注文もいただけます。 

 

←天生田ステーキ弁当 

  

申込順に掲載しています。 

詳細は各店舗にご確認ください。 ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

ＴＯＰに戻る 

[ここに出典を記

載します。] 

※前日 17時までの要予約・近隣配達応相談 

※弁当 3個から配達 

https://cocoloyakurashiki.wixsite.com/cocoloya
https://amouda.gorp.jp/

