
  

飲食店応援サイト 
  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。 

郷土料理 竹の子  コメダ珈琲店 倉敷中島店 

住 所 倉敷市阿知 3-12-10  住 所 倉敷市中島 1385-3 

電話番号 086-425-7720  電話番号 086-466-6430 

営業時間 12:00～14:00、17:00～21:00  営業時間 7:00～23:00 

定休日 日曜日、祝日  定休日 なし 

メニュー 
鉢料理 1人前 3,240円（2 人前～）  

メニュー 
サンドイッチ系 630円～670円 

お弁当各種  1,000 円～  コメチキ 580円 

持ち帰り・配達 持ち帰り/配達  持ち帰り・配達 持ち帰り 

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

     

広島お好み焼・カレー ＴＡＫＵ  店 名 

住 所 倉敷市船倉町 1253-1  住 所  

電話番号 086-434-2003  電話番号  

営業時間 11:30～14:30、17:30～20:00  営業時間  

定休日 月曜日（祝日は営業）  定休日  

メニュー 
ＴＡＫＵスペシャル（お好み焼） 1,166 円  

メニュー 
 

チーズオムレツカレー 972 円   

持ち帰り・配達 持ち帰り  持ち帰り・配達  

公式 Web/SNS   公式 Web/SNS  

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


  

飲食店応援サイト 
  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。 

鬼の厨しんすけ  割烹山部 

住 所 倉敷市阿知 3-21-32  住 所 倉敷市鶴形 1-1-20 

電話番号 086-434-9966  電話番号 086-441-2525 

営業時間 
テイクアウト営業時間：13:00～18:00 

（前日 17時までの要予約） 
 営業時間 11:30～14:00(LO 13:30) 

定休日 毎週日曜日、第 1第 3火曜日  定休日 毎週月曜日、第 2第 4火曜日 

メニュー 

ちょっと贅沢晩酌セット 1,800円  

メニュー 

「秘伝ダレの穴子御膳」、「特選ローストビーフ御膳」、「こだわ

り食材の天ぷら御膳」 各 2,500円 

  
 

 

持ち帰り・配達 持ち帰り/近隣配達応相談  持ち帰り・配達 持ち帰り/配達（1オーダー合計 2個以上の予約限定） 

公式 Web/SNS 
https://japanese-izakaya-restaurant-

17743.business.site/ 
 公式 Web/SNS https://www.instagram.com/kappo_yamabe/ 

     

すし遊館 新倉敷店  うどん坊 

住 所 倉敷市玉島八島 1559-1  住 所 倉敷市中島 797 

電話番号 086-523-5151  電話番号 086-465-7779 

営業時間 11:00～20:00  営業時間 11：00～20：00 

定休日 なし  定休日 火曜日 

メニュー 

並握り１人前 990 円  

メニュー 

・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 

手巻きセット 4人前（シャリ、海苔付き） 4,928 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 

持ち帰り・配達 持ち帰り  持ち帰り・配達 持ち帰り/配達 

公式 Web/SNS http://sushiyoukan.com  公式 Web/SNS 
https://udonbou.com 

#udonbou-kurashiki  @udonbou.kurashiki 

https://japanese-izakaya-restaurant-17743.business.site/
https://japanese-izakaya-restaurant-17743.business.site/
https://www.instagram.com/kappo_yamabe/
http://sushiyoukan.com/
https://udonbou.com/


  

飲食店応援サイト 
  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。 

炭火焼 味の店 てんりょう  倉敷国際ホテル 

住 所 
倉敷市阿知 2-9-10  

ＦＪＫ倉敷駅前ビル B 1F 
 住 所 倉敷市中央 1-1-44 

電話番号 086-425-2763  電話番号 086-422-5141 

営業時間 17:30～22:00  営業時間 11：00～20：00 

定休日 土曜日、日曜日  定休日 なし 

メニュー 
炭火焼とり各種 1本 170 円～  

メニュー 
パウンドケーキ 1,500円 

店内メニューお持ち帰りいただけます。  オレンジハニーケーキ 1,500円 

持ち帰り・配達 持ち帰り  持ち帰り・配達 持ち帰り 

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

     

レストランポンヌフ  焼肉 マルキ 

住 所 倉敷市上東 516-7  住 所 倉敷市笹沖 423-2 

電話番号 086-462-8300  電話番号 086-427-2929 

営業時間 11：00～14：00、17：00～19：00  営業時間 
（店舗）17:00～23:00 

持ち帰り/配達 11:00～ 

定休日 毎週水曜日、第 2火曜日  定休日 木曜日 

メニュー 

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～ 
 

メニュー 
焼肉弁当 800円 

デザート各種 250 円～  焼肉弁当 1,000 円 

持ち帰り・配達 持ち帰り/配達  持ち帰り・配達 持ち帰り/配達 

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/ 

 公式 Web/SNS https://maruki.gorp.jp 

https://tenryo.owst.jp/
https://www.kurashiki-kokusai-hotel.co.jp/
https://pontneuf.jp/news
https://www.instagram.com/pont_neuf1986/
https://maruki.gorp.jp/


  

飲食店応援サイト 
  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。 

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 

住 所 倉敷市平田 260-2  住 所 倉敷市徳芳 117-1 

電話番号 086-486-1015  電話番号 086-441-7418 

営業時間 10:30～16:00  営業時間 11：00～20：00 

定休日 お問い合わせください  定休日 不定休 

メニュー 

お子様カレー/星形ハンバーグドリア（幼児用） 200 円  

メニュー 

石窯ピッツア・パスタセット 980 円～ 

7 種の野菜を使ったベジタブルカレー（大人用） 300 円  前菜サラダなど 580円～ 

持ち帰り・配達 持ち帰り  持ち帰り・配達 持ち帰り 

公式 Web/SNS https://bistro-manma-lelien.com/  公式 Web/SNS 「リトファン」http://litofun.co.jp/ 

     

焙煎工房 まめや倉敷珈琲  お好みてっぱん庄司 

住 所 倉敷市水江 1281  住 所 倉敷市南町 7-26 近藤ビル 101 

電話番号 086-441-5276  電話番号 086-454-7460 

営業時間 11：00～18：00  営業時間 

平日 17：00～23：00 

土曜 11：30～14：30、17：00～23：00 

日曜 11：30～21：30 

定休日 水曜日  定休日 月曜日 

メニュー 

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、コロンビア等） 
 

メニュー 

お好み焼き（広島焼・関西焼） 880 円～ 

 

 
 焼そば 880 円～ 

持ち帰り・配達 持ち帰り  持ち帰り・配達 持ち帰り 

公式 Web/SNS   公式 Web/SNS Instagram ＠okonomiteppanshoji 

https://bistro-manma-lelien.com/
http://litofun.co.jp/
https://www.instagram.com/okonomiteppanshoji/?hl=ja


  

飲食店応援サイト 
  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。 

海鮮問屋 かたつむり  美酒と海鮮 ＩＳＯＮＯＹＡ（いそのや）:倉敷駅前店 

住 所 倉敷市阿知 2-7-11  住 所 
倉敷市阿知 1-7-2 

くらしきシティプラザ西ビル２F 

電話番号 086-427-8808  電話番号 086-427-8898 

営業時間 12:00～23:00  営業時間 12:00～23:00 

定休日 不定休  定休日 木曜日 

メニュー 
魚や豪華弁当 1,620円  

メニュー 
大山鶏の鶏唐弁当 842円 

贅沢シーフードフライカレー 1,490 円  オリジナルカレー 842円 

持ち帰り・配達 持ち帰り/配達  持ち帰り・配達 持ち帰り/配達 

公式 Web/SNS   公式 Web/SNS  

     

鉄板 天生田  こころ屋 

住 所 倉敷市川西町 16-14 モトヤビル１F  住 所 倉敷市中畝 4-2-29 

電話番号 086-427-8900  電話番号 086-454-2690 

営業時間 
11:00～15:00（前日までの要予約） 

（時間外は要相談） 
 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 不定休  定休日 
レストラン営業：月・火・水 

お弁当販売、配達：なし 

メニュー 
Ａ５黒毛和牛カレールー 1,100円  

メニュー 
ハンバーグ弁当 800円 

天生田プルコギ弁当 1,600 円  とんかつ弁当 750 円 

持ち帰り・配達 持ち帰り  持ち帰り・配達 持ち帰り/配達（3個以上） 

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

 

https://cocoloyakurashiki.wixsite.com/cocoloya

