永平寺町民 1万9000人と町内飲食店がつながる

プロジェクト

♯

おうちに届け！
永平寺町の味力

宅飲み TakeOut パーティー

新鮮な魚介料理が堪能できます！

ジーモの定番メニューから人気料理まで
ちょっとずつ色んなものを詰め合わせ！
１人前 2000 円〜
この他にも、専用の窯で焼きあげるモチモ
チのピザや生パスタなども持ち帰りＯＫ。
人数やご予算で内容は相談可能。
※ご注文は前日までにご予約ください。

昼日替わり御弁当のお持ち帰り始めました。
1,000 円（税別８%）
あわせて、夕方からは、今までのお持ち帰
りメニューもご注文いただけます。
※ご注文は前日までにご予約ください。

けんぞう蕎麦

会津喜多方ラーメン 蔵

伊酒屋バル ジーモ

居酒屋

永平寺町松岡春日３−26
営業時間：11:00 〜 14:00
定休日：月曜日
ＴＥＬ： 0776-61-1481

永平寺町松岡兼定島 11-50-2 福井県立大学前店
営業時間：11:00 〜 18:00（TO 17:00 〜 18:00）
定休日：無し
ＴＥＬ： 0776-61-0762

永平寺町松岡御公領 503-2
営業時間：18:00 〜 24:00 （TO 17:00 〜 18:00）
定休日：毎週月曜日
ＴＥＬ： 0776-61-1331

永平寺町松岡平成 191-8
営業時間：17:00 〜 22:00 （L.O 21:30）
定休日：毎週日曜日、毎月第３月曜日
ＴＥＬ： 0776-61-3824

詳しくはこちら→
＃永平寺町近助メシ Facebook

人気のお刺身弁当！ご家庭や職場に！

九頭竜川で採れた天然鮎をご自宅で

人数や予算に応じて、お弁当（会合、法事）
、
オードブル、天然鮎、お刺身、焼魚等お作りし
ます。お持ち帰り、配達も可能です。事前にご
予約ください。
日替わり弁当 600 円（税込）
お刺身弁当 1000 円（税込）

永平寺町を流れる九頭竜川で採れた天然鮎
をご自宅で味わってみませんか？
天然子持鮎を格安でお召し上がりいただけ
ます。
※ご注文は、前日までにご予約ください。

名物ソースかつ丼が500円の1コインで
限定お弁当販売！

TEL 0776-61-3921

ふ志多

九頭竜天然鮎茶屋

永平寺町松岡領家 18-94
営業時間：10:00 〜 18:00（当日受付可）
定休日：水曜日
ＴＥＬ： 0776-61-2010

永平寺町松岡上合月 36-50
営業時間：10:00 〜 18:00
定休日：毎週水曜日
ＴＥＬ： 0776-61-1123

数量限定池田屋特製弁当

人気メニューを数量限定で！

夏の定番、冷やし中華はじめました！

当店の定番メニューの中から人気上位の品をテ
イクアウト限定で特製弁当にしました！
通常メニューよりリーズナブルな価格
（700円）
になっております。前日までにご予約お願いし
ます。チャーハン弁当、かつ丼弁当の２種類
（日
曜、祭日、繁忙期は不可）

①ソースカツ丼
（3枚）600円
地元食事処
『上坂』のオリジナルソースと永
平寺町産特別栽培米コシヒカリ。
ミニカツ丼400円。
②から揚げ弁当
（5個）700円
老舗中華料理店の秘伝の漬けダレとかけ塩
がポイント。

酸味と甘みのバランスがとれた特製醤油ダレに
福の神自慢の炙りチャーシューをトッピングし
た冷やし中華は絶品です！
看板メニューの炙りまぜそばやミニ丼・唐揚げな
どのサイドメニューもテイクアウトできます！

お食事処

池田屋

永平寺町松岡葵 2-27
営業時間：11：00 〜 19：30（TO11：00 〜 14：00）
定休日：水曜日 他不定休有
ＴＥＬ： 0776-61-1332

道の駅

雅
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あなたのテイクアウトが！投稿が！明日のみんなの笑顔につながる

問合せ 永平寺町元気食プロジェクト協議会
永平寺町商工会 TEL 0776-61-0456 永平寺町商工観光課

おうちで中華！ 1 コインで販売！
定番メニューに新作を加えた特製弁当。当
店オリジナルのチャーハン・餃子・唐揚げ・
煮卵を盛合せたボリューム満点の弁当で、
冷めても美味しく召し上がれます。弁当１
個に付、当店でご利用いただける「餃子半
額券」を進呈。

きん

ぎゅっ

永平寺町の美味しいが
と詰まった
テイクアウトに？！ いつもの定番メニュー
から、テイクアウトならではの特別仕様
まで工夫が盛りだくさん！
ぜひこの機会に堪能してみてはいかが。

十割の手打ちそばを待ち時間なしで！
おろしそばをご家庭、職場でいかがですか？
特製おろしだしをかけてお召し上がりください。
永平寺町認定の SHOJIN ブランド品のけんぞう
ソフト、そば茶プリンもありますよ。

禅の里

永平寺町清水 2-21-1
営業時間：9:00 〜 18:00（TO11：00 〜 14：00）
定休日：第３水曜日
ＴＥＬ： 0776-64-3377

さぎり屋

可愛い恐竜タピオカ！
『TEA RANO』
エッグミルクティーは、恐竜の卵型の可愛
いボトルで持ち帰りにもぴったり！話題の
チーズクリームも入っています。
井の上オリジナルの健康茶を使用した『永
平寺茶ラテ』も是非、ご賞味ください。

コロナウイルスの影響が長引く中で家庭やお子
様を支援しようと期間限定でお昼のみ柔らかい
チキンカツを使用した「あまかつ丼」
。
電話予約可能で毎日 30 食限定販売しています。

スタミナメニューで免疫力 UP ！
厨房仕込み、職人手作りのキムチ、ギョウザ、
人気の牛タン塩、カルビ、ハラミ、上ホル
モンもタレ＆薬味付きでそのままの味をご
家庭でお楽しみ頂けます。食卓の笑顔の一
助に！！

熟成かつ天膳本店

龍園

永平寺町松岡窪 19-5-2
営業時間：11:00 〜 22:00 （日曜 10:00 〜 21:00）
定休日：無し
ＴＥＬ： 0776-61-0047

永平寺町松岡春日 2-1
営業時間：11:30 〜 14:00
定休日：毎週月曜日
ＴＥＬ： 0776-61-3280

天山特製弁当

今だから提供できる特製弁当・丼物を
お子様とお母様に！

天山特製弁当を自宅でどうですか？( 配達も場
合により可 ) 地元に愛される中華屋のオリジナ
ルテイクアウトメニュー。人気ナンバー 1 の唐
揚げを破格の150 円で２コトッピングできます。

17:00 〜 22:30

当店通常メニューのテイクアウト等相談に応じ
ます。又、従来よりの店頭販売、刺身盛合せ、
揚物、焼魚、オードブル等事前予約にて対応い
たします。天然鮎もあるよ！

らーめん福の神 松岡店

永平寺門前 井の上

キッチン天山

食事処 上坂

永平寺町松岡室 28-21-1
営業時間：11:00 〜 15:00 17:30 〜 21:00
定休日：月曜日
ＴＥＬ： 0776-43-6693

永平寺町志比 28-2
営業時間：11:00 〜 15:00
定休日：無し
ＴＥＬ： 0776-63-3333

永平寺町京善 1-17-1
営業時間：11:00 〜 20:00
定休日：毎週水曜日
ＴＥＬ： 0776-63-3773

永平寺町牧福島 29-33
営業時間：11:00 〜 19:00 （TO 11:00 〜 14:00）
定休日：毎週水曜日
ＴＥＬ： 0776-64-2022

※新型コロナウイルス対策のため、令和２年６月１日現在の営業時間や価格となっており、今後変更する場合がございます。

