
中新田 

店名 ＴＥＬ 住所 営業時間 定休日 備考 出前 ＴＯ 

いろは 63-2346 字西町 64-3 11:00-17:00 日曜日 かつ丼 750円他 〇  

ささや食堂 63-2213 字西町 72-1 10:00-17:30 第 1,3日曜日 中華そば 550円他 〇  

なんぶ家 63-2203 字南町 62-1 
11:30-14:00 

17:00-21:00 

月曜日、 

第 1,3日曜 

お寿司 650円～、茶碗蒸し有 

配達近隣のみ 

〇 〇 

えちご亭 63-5459 字町裏 423-1 
10:00-14:30 

夜は予約制 

木曜日 持ち帰り 1,200円～ 

お弁当については要予約 

 〇 

金村屋 63-3122 字南町 59-1 11:00～18:30 不定休 中華そば 550円他 〇  

食事処はなや 63-3453 字町裏 106-1 適宜対応 不定休 お弁当 800円～ 持ち帰り天丼等 

前日までにご連絡ください 

〇 〇 

中華料理飯店 文華 
63-4692 字矢越 383-2 11:30-14:30 

17:00-19:30 

水曜日 五目中華麺 700 円他 

場所によっては配達できかねます。 

〇  

味覚楽園 味楽 63-5203 字矢越 328-1 11:00-15:00 木曜日 中華飯 800円(税抜き) 他  〇 

和洋キッチンぶなの実 
63-6456 字大門 59-3 11:00-15:00 

17:00-20:00 

火曜日 前日までにご連絡ください 

洋食・和食１，０００円程度 

 〇 

café あとむ 63-9022 字南町 77 11:00-21:00 火曜日 弁当 800-1,000円程度  〇 

開花亭 
63-7675 字矢越 320-1 11:30-13:30 

17:00-24:00  

不定休 当日の 9時まで受け付けます。 

弁当 500 円～ 

  

㈱平成商事 63-3250 字西町 26-1 10:00-14:00 適宜対応 弁当 500 円～ オードブル要相談  〇 

㈲関精肉畜産 63-4129 字西町 12-3 8:30-19:00 第 1,3日曜日 弁当 900 円～ オードブル 2500 円～ 

前日まで連絡下さい 

 〇 

手づくり十字路 63-2329 字南町 86-1 14:30-18:30 土・日・祝日 300 円-500 円のお惣菜  〇 

サンパレスマルト 63-3440 字矢越 293−1 前日 18:00 

まで受付 

年中無休 オードブル(5名分)3,000 円～他 

加美郡内配達いたします 

 〇 

加美町内の出前・テイクアウト（ＴＯ）提供店 



小野田 

店名 ＴＥＬ 住所 営業時間 定休日 備考 出前 ＴＯ 

KAMIFUJI 25-8332 味ケ袋薬萊原 1-146 11：00～15：00 年中無休 様々なシーンやお客様のリクエストにお応

え致します。予約は３日前までご連絡下さい 

〇 〇 

黒田旅館 67-2054 町屋敷 1-44-1 9：30～18：30 年中無休 ご予算、ご要望に応じてお作り致します！ 

お気軽にご連絡ください。 

〇 〇 

(株)原正 67-3322 町屋敷 2-8-1 8：30～18：30 年中無休 弁当、オードブル、さしみ、海鮮丼他 

各種丼物承ります！  

〇 〇 

(株)かさ松 67-2002 町屋敷 2-19-1 11：30～14：00 年中無休 幕ノ内弁当 500 円（外税）～ 

定食メニューのお弁当もできます！ 

前日までご連絡ください 

〇 〇 

宮崎 

店名 ＴＥＬ 住所 営業時間 定休日 備考 出前 ＴＯ 

どどんこ館 69-5500 宮崎字町 42 9：30～18：00 

食堂 11：00～15：00 

月曜日 

祝日の時火曜 

ピザ、おもち等 

フェイスブックをご覧ください。 

 〇 

畠山鮮魚店 69-5136 宮崎字町 63-3 適宜対応 不定休 お弁当、刺身等 配達相談 〇 〇 

㈲早文商店 69-5117 宮崎字町 98 8：00～19：00 水曜日 

適宜対応 

弁当 550 円～ 他、刺身等 

前日まで予約 配達相談 

〇 〇 

焼肉 新羅 25-6291 宮崎字町 99 17：00～ 

適宜対応 

不定休 弁当 1,000円程度～ 

牛カルビ、豚カルビ、チジミ他 

 〇 

にるばな 69-5034 宮崎字屋敷 6番 20-2 14：00～ 不定休 オードブル 2,000 円～ 

刺身、揚げ物等の一品料理有 

 〇 

※場所・量などによっては、当日対応できない場合がございます。詳細については電話で確認して頂きますようお願い致します。 


