
テイクアウトできる飲食店一覧　※稲美町商工会員様からリストアップを行っております。 2020年5月12日現在

No. 事業所名 住　　所 ＴＥＬ ＦＡＸ HP、SNS等 営業時間 定休日
テイクアウト

有無
配達可否 テイクアウト商品

1 お好み焼　美作 稲美町北山167-2 492-8988 492-8988 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28017885/
11：00～14：30（LO）
17：00～20：00（LO）

火曜日（祝日は営業） 有 否 ほぼ全商品　半熟卵など完全に火を通していないもののみ不可。

2 Café　Cappuccino　稲美店 稲美町中村203 492-1575 492-1575 http://www.cafe-cappu.com/
7：00 ～ 19：00(平日）
7：00～18：00（土・日・祭日）

不定休 有 否 アーモンドバター、黒にんにく

3 もも焼　嵐坊 稲美町加古1789 492-2100 http://ranbou-hyogo.com/ 17:00～22:00 月・木曜日 有 否 全メニュー

4 和牛旬菜　聖 HIJIRI 稲美町六分一1177-96 492-0600 078-936-2923 http://www.29hijiri.com
月～日・祝ランチ11：00～14：00
（平日はランチのみ営業）
土・日・祝ディナー17：00～21：00

水曜日 有 可 各種弁当　ハンバーグ等単品のテイクアウトも可。

5 好意屋（ここや）（(株)大安） 稲美町六分一 1354 495-0208 495-0208 -
11：30～14：30
17：30～23：00

不定休 有 否 全メニュー

6 ｶｼﾞｭｱﾙﾌﾚﾝﾁﾚｽﾄﾗﾝハーブテラス 稲美町国岡30-5 492-1173 492-1173 https://hitosara.com/0002143248/
ランチ 11:00～15:00 (LO14:00)
カフェタイム13:00～16:00(LO15:00)
ディナー 17:00～21:00 (LO19:00)

木曜日 有 否

ハーブ塩釜焼ローストビーフ、ハーブ塩釜焼コールドビーフ、おまかせ弁当、牛
タンシチュー丼、塩釜焼ローストビーフ丼、和牛ビーフシチュー丼　　　　　　　※
前日までの予約でお願いします。079-492-1173
受け渡し時間11：00～14：00、16：00～19：00

7 うどん料理　いなみ 稲美町国岡6-221-1 492-4515 492-8119 http://inami-service.net/udonryouriinami/ 有 可

8 そば料理　いなみ 稲美町国岡6-228 492-5882 492-8119 http://inami-service.net/inamisoba/ 有 可

9 ながさわ　稲美町店 稲美町国安1273-10 492-5388 https://nagasawafoods.com/facility/inami/
11:00～14:30（LO14:00）
17:00～20:00（LO19:30）

年中無休 有 否 弁当、寿司、オードブル

10 Café&Daining　サンキュー 稲美町国岡320-2 492-0508 492-1578 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28008814/ 火曜日 有 否 500円かつめし他　テイクアウトは１０％OFF

11 ターンベリー 稲美町国岡1414-42 492-4686 492-4686 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28021278/ 7:30～19:00 不定休 有 否
お弁当5種類　全て600円　事前電話予約要
（からあげ弁当、コロッケ弁当、とんかつ弁当、かつめし弁当、サンドイッチ）

12 播磨水産稲美国岡店 稲美町国岡6-173 492-3327 10:45～15:00(LO14:30) 	不定休 有 否 弁当、寿司

13 播磨水産百丁場店 稲美町六分一1368-1 490-5757 10:45～20:00(LO19:30） 	不定休 有 否 弁当、寿司

14 焼き鳥大吉稲美町店 稲美町 国岡1-116 492-3385 https://www.daikichi.co.jp/shop/hyogo/2481.html 17:30～ 月曜日 有 否 串ものいろいろ

15
インド・ネパールダイニング　ビレッジ
（アルファ開発㈲）

稲美町国岡 1-89 440-6733 492-0491 http://village-inami.com/
11:00～22:30
17:00～21:00はテイクアウトのみ

年末年始 有 否 全メニュー

16 THE　GARDEN 稲美町国岡2-15-6 492-8591 492-8592 http://tsunagucreate.net/index.html

ランチ11:00～15:00
カフェ11:00～21:00
ディナー17:00～22:00(LO21:00)
月曜のみ11:00～17:00(LO16:00)

火曜日 有 否
ハンバーグオムライス弁当700円（税別）。時間は11:00～17:00の間。
事前に電話予約されるとスムーズにお渡し可能。

17 喫茶nico… 稲美町国安1-84 492-2223 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28055058/

モーニング【月〜木】8:30～11:30
　　　　　　 【土・日】7:30〜11:30
ランチ11:30～14:00（LO13:30）
デザート14:00～18:00(LO17:30)

金曜日
第３木曜日

有 否

各種弁当
からあげ500円　デミハンバーグ500円　とんかつ500円　コロッケ400円
ミックスフライ（エビフライ、からあげ、一口カツ）600円
※5/2～　ハンバーグ+からあげ500円（数量限定）

18 EL・Liston 稲美町国安1232-4 440-1130 https://el-liston.com/
【4月〜11月】8:00 - 18:00(LO)
【12月〜3月】8:00 - 21:00(LO)
※夜営業は水・金・土のみ

木曜日 有 否 スープ　ポタージュ※4/16～5/6まで休業

19 洋食屋ポム・ド・テール 稲美町岡 1750-2 495-2999 495-2999 http://www.xn--ogtr30bz76a.jp/main.html
ランチ11:00～15:00(LO14:00)
ディナー17:00～21:30(LO21:00)

月曜日 有 否 持ち帰り用メニュー有。

20 喫茶　万葉 稲美町岡1162-2 439-4713 439-4713

(HP)https://localplace.jp/sp/t200336695/
(フェイスブック)
https://www.facebook.com/%E5%96%AB%E8%8C%B6-
%E4%B8%87%E8%91%89-622833941099181/
(インスタグラム)
https://www.instagram.com/manyou_cafe/

8:00～19:00 水曜日 有 否
自宅待機されるお子様向けのお弁当を販売（前日までに予約要）。大
人も利用可。詳細はフェイスブック、インスタグラムにて。

21 いな美の里  カフェ＆レストラン 稲美町岡15 492-4523 492-4523 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28008648/ 8:00～17:00 水曜午後
（祭日、年末年始は営業）

有 可
ハンバーグ、かつめし弁当など
配達は5点以上ご注文の方のみ。

22 ことりカフェ　（㈱モリ） 稲美町岡 873-1 492-0035 492-5985 https://cafe.co-tori.co.jp/
11：00〜17：00
ランチLO14：00（売り切れ次第終了） 木曜日 有 否 ランチメニュー３種　※4/16～4/30まで休業

23 お好み焼き　さくら 稲美町岡 2445-1
17:00以降:495-

2553
その他のお時間:

https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28025368/ 17:00～ 日曜・祝日 有 否
全商品テイクアウト可能。
ランチのみ日替わり弁当も販売（売り切れ次第終了）。

24 かうらい屋 稲美町蛸草1477 496-2888 496-2727 https://koraiya.com/
昼の部　11：30～15：00（LO14：30）
夜の部　17：00～22：00（LO21：30） 年中無休 有 否 テイクアウトメニュー豊富に有り。

25 くりやさん 稲美町蛸草 1434-1 495-6117 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28025995/ 月曜日 有 否 天津甘栗、アイスモナカ、ソフトクリーム

26 寿司たつ 稲美町草谷 665-1 495-4116 495-0124 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28035063/
11:30～14:00
16:30～21:00 水曜日 有 否 寿司

27 かしわ家 稲美町草谷 59-163 495-5060 http://xn--u8jyazksb.jp/

ランチ11：00〜14：00
ディナー18：00〜21：00（土曜日のみ）
テイクアウト
　平日11：00〜16：00
　土曜日11：00〜21：00、
　日・祝祭日11：00〜18：30

水曜日 有 否 串類、からあげ弁当　※配達については協議中

28 酒処　和ん家 稲美町野谷102-6 495-3367 495-3367
(フェイスブック)
https://www.facebook.com/%E9%85%92%E5%87%A6-
%E5%92%8C%E3%82%93%E5%AE%B6-206294196398782/

17:00～ 不定休 有 否 焼鳥1本100円～　その他店内メニューも可。

29 北京料理　夜来香　 加古川市野口町北野 1150-2 422-1177 422-1177 https://tabelog.com/hyogo/A2804/A280402/28005750/
11:30～14:00
17:00～21:00 (LO20:30) 月曜日 有 否 スープ類以外のメニュー全般

11：00～22：00（LO21：30） 月曜日
（祭日・年末年始は営業）

全メニュー

https://www.harimasuisan.co.jp/


