
2020.5.7掲載

テーマ お刺身盛りあわせ！

事業所名 居酒屋ほりかわ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 1個から

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 堀川功 E-mail 555horichan@gmail.com

2020.5.1 掲載

テーマ

1964年創業！当店の味を是非ご家庭で！
お弁当1つからでもご注文頂けます。
数に限りがありますが只今、感謝として
「韓国のり」サービスでお付けしていま
す。

事業所名 食道園　上浅田町店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
焼肉弁当1つ1,400円（税込）か
ら承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 野本　雅司 E-mail info@syokudouen.jp

『おいしさを笑顔に』お刺身を食べたけどイマイチだった！というあなたのために
「お酒がおいしくなるお刺身」をお届けします！相性ベラ旨のオススメ静岡地酒の
「磯自慢」も量り売りできます！

贅沢！厳選お刺身盛りあわせ10000円・特選お刺身盛りあわせ8000円・お刺身盛りあ
わせ5000円

「どうせ、どこの居酒屋もおんなじだろ」って！そんな思い込みをしてるあな
たに届けたい商品です！

浜松市中区田町330-1

17:30〜22:30

https://izakaya-horikawa.owst.jp/

053-453-5870

特になし　＜テイクアウト時間＞ＡＭ11：00～ＰＭ2：00・ＰＭ5：00～ＰＭ8：00

焼肉弁当1,400円（税込）、上焼肉弁当2,530円（税込）、焼肉オードブル5,400円（税
込）より　等

肉はあえて産地やブランドにこだわらず、その日その日の仕入れの肉の状態に合わせて当店のこ
だわりにあったお肉だけ仕入れ心を込めてお客様にご提供しております。
当店は、『当たり前を当たり前に』をモットーにしております。

浜松市中区上浅田1-3-26

ＰＭ5：30～ＰＭ11：00　（定休日　火曜日）

http://www.syokudouen.jp/

053-452-4344

★☆『飲食店情報』☆★
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2020.4.30 掲載

テーマ
板前仕込、凜やのお持ち帰り弁
当

事業所名 凜や住吉店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
1個1100円（税込）から承りま
す。

発送・デリバリー対応
エリア

5キロメートル以内 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 馬場 E-mail rinya-i@enshu.tnc.ne.jp

2020.4.27 掲載

テーマ
在宅応援！居酒屋による居酒屋
まるごとデリバリープロジェク
ト！！

事業所名 おうちサカバ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 デリバリー対応 最低注文数
ご注文は2,000円（税込）以上
から承っております。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区、浜松市南区(一部) ※順次拡
大中！

送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名
参画・協力店舗：酒のうちやま
浜松nomi-kui-dokoroいろり
座Diningたわわ浜松有楽街店

E-mail

2020年6月末まで

トンカツ・油淋鶏弁当1100円（税込）・ヒレカツ・油淋鶏弁当1100円（税込）・彩り
レディース弁当1600円（税込）・まぐろ御膳弁当1800円（税込）・彩り稲荷寿司700

円（税込）・まぐろ握り寿司1100円（税込）・海老天重800円（税込）・お子様ランチ
600円（税込）・板さんおすすめまぐろ刺身1500円（税込）・人気の揚物セット1800

円（税込）・国産串焼きと鶏の唐揚げセット1800円（税込）・各種単品400円～1000

円（税込）

只今、店舗休業中で、テイクアウト営業（お弁当・オードブル）を始めさせていただ
きました。この機会に凜やの味をおうちや職場でお楽しみください。

浜松市中区住吉2-8-21

11：00～18：00（受付時間17：30）

http://www.rin-ya.com/

0538-36-6886

終了時期未定

居酒屋のおつまみ（チャンジャ、たこわさび、フライドポテト、唐揚げ、オー
ドブル等）と居酒屋で飲めるお酒（ビール、酎ハイ、焼酎、日本酒等）

ご自宅へお酒とお食事をリアルタイムで配達します！

浜松市中区肴町317-9 間淵ビルB1F

ご注文の受付締め切りは20時、お届け時間の指定は15時から21時となります。

www.ouchisakaba.com

053-458-0118

No.57

No.58

No.59



2020.4.27 掲載

テーマ
アメリカン肉バルのリーダーです
ハンバーガーやステーキなどが人気
です！

事業所名 アメリカン肉バル　リーダー

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
1個から承ります。テイクア
ウトのみ

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 稲葉　公敏 E-mail
dejavu.178ed@softbank.ne.

jp

2020.4.27 掲載

テーマ
本格豚骨ラーメン・生産者直送
冷凍プレーンスープ

事業所名 らーめんまる藤

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
１セット・２食¥1,200（税
込）

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 安井 E-mail

2020年5月6日まで（継続可能性大）

豚骨醤油ラーメン選べる細麺／太麺２食セット1200円（税込）

市販のラーメンセットとひと味ちがいます。ゆで時間等の調理方法はチラシで
お渡しします。

浜松市北区初生町336-1

11-13:30,17-20:00

https://ramen-restaurant-3579.business.site/

090-8072-0141

5月6日まで

牛ハンバーガー980円〜（税抜）
シュリンプアボカドコブサラダ750円（税抜）アンチョビブロッコリー550円（税抜）フライド
ポテト500円（税抜）プライドピクルス500円（税抜）オニオンリング550円（税抜）フライドチ
キン600円（税抜）バッファローチキン700円（税抜）牛1ポンドステーキ（450g）2400円（税
抜）遠州黒豚ロコモコ980円（税抜）具だくさんタコライス980円（税抜）

アメリカンスタイルのリーダーです！商品1つからでもテイクアウトが可能です！
人気はもちろんハンバーガー！その他にもフライ物、おつまみメニューもございます！

浜松市中区神明町314-7

11:00~18:00

https://www.leader-bg.jp/

053-455-2851

No.56

No.57



2020.4.27 掲載

テーマ
カフェで人気メニューのガレッ
トがテイクアウトできます!

事業所名 メープルカフェ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
ドリンク1杯378円(税込)か
ら承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 大城　宏允 E-mail maplecafe_h@icloud.com

2020.4.27 掲載

テーマ
ブラジリアンBBQ「シュラスコ」
他のブラジル料理をお気軽にご
自宅で楽しめるチャンスです♪

事業所名 Choupana（ショウパーナ）

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 １個から

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 トッフォリ貴代 E-mail choupana.t@gmail.com

終了時期未定

【ブラジリアンBBQ「シュラスコ」】シュラスコミックス3240円（税込）、ピカン
ニャ（イチボ）864円（税込）、ソーセージ216円（税込）、手羽先216円（税込）、
ハツ432円（税込）、豚バラ肉540円（税込）、牛ハラミ486円（税込）、牛ランプ
（もも肉）486円（税込）、ピカンニャ（イチボ）にんにく味600円（税込）他

ご注文はお電話にて承ります。詳しいメニューは当店HPをご覧ください。

浜松市中区住吉３－２３－２３

月〜土　17:00〜20:30

日　11:30〜20:00

https://www.choupana.jp/

053-472-0777

2021年3月31日まで

イチゴのガレット702円(税込)　彩りフルーツのガレット648円(税込)

スモークサーモンとキノコのガレット756円(税込) コーヒー378円(税込)

オレンジジュース378円(税込) グレープフルーツジュース378円(税込)

自家製スカッシュ432円(税込)

メープルカフェの人気メニューそば粉ガレットが自宅で楽しめます。

浜松市中区広沢2-27-29広沢プラザ1階

10:00〜17:00 18:00〜23:00 (定休日　火曜日夜　水曜日)

http://maplecafe-hirosawa.com/

053-424-5505

No.54

No.55



2020.4.24 掲載

テーマ
お弁当、テイクアウト御座いま
す。

事業所名 味彩酒蔵ひむか

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
２個以上お買上で、マスク❗プレゼ

ント❗

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 中村 淳 E-mail naka.jun99048@gmail.com

2020.4.24 掲載

テーマ

「食で人を笑顔にしたい」そんな想いか
らオープンしたお店です。ぜひテイクア
ウト・デリバリーで、皆様の「おうち時
間」を支えさせて下さい！！

事業所名 THE SMOKE CLUB

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数

テイクアウトは1つからお気軽にど

うぞ！

デリバリーは3000円以上のご注文

で、現在デリバリー料金は頂かず

対応しています！

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区, 柔軟に対応したいと思ってい
ます。ぜひ一度お気軽にご相談下さい。

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 平田匡人 E-mail

現時点では未定です。

プルドポークサンド　各種　980〜1380円  →ポテトorサラダ＆ドリンク付き
ライスプレート　各種　980円  →ドリンク付き
TEXAS BARBEQUE COMBO(燻製肉の盛り合わせ) 2900円〜

テキサスの伝統的な燻製料理「TEXAS BARBEQUE」が楽しめる東海唯一お店です。オリジナル
スパイスを使用し低温で長時間燻製しているため、体験したことのないお肉の柔らかさと深い味
わいを堪能して頂けると思います！！

浜松市中区千歳町135-5

11:30〜15:00/17:00〜20:00(定休日：月曜日)

https://www.instagram.com/thesmokeclub_texasbbq/

053-548-4792

5月末日

チキン南蛮弁当750円(税抜き)、唐揚げ弁当750円(税抜き)、炭焼き親子丼600円(税抜
き)、日替り弁当750円(税抜き)等

休業要請により、４月２５日～５月６日まで臨時休業します。
なお、完全予約制の注文にて、お弁当、テイクアウト販売します。
コロナに負けるな❗皆様、是非ご利用下さい。

浜松市中区中島二丁目20-7

12:00～19:00(定休日 月・第２火曜日)

053-462-7010

No.52

No.53



2020.4.24 掲載

テーマ 炭火バルの肉バル弁当

事業所名 炭火バルMabuchi

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
1個648円(税込)から承りま
す。

発送・デリバリー対応
エリア 浜松市中区 送料 お客様負担

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 堀田恭平 E-mail k.hotta@mabuchi.cc

2020.4.23 掲載

テーマ
３日がかりで仕込んだ欧風Da
Kumaカレー

事業所名 リストランテ　ダ・クマ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 予約制 最低注文数

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 熊谷雅代 E-mail

2020年５月末まで

ごはん＋カレー935円（税込）、カレーのみ770円（税込）、サラダ330円（税
込）、パルマ産生ハム440円（税込）

ブイヨンを取り、スパイスを炒め、肉を寝かせ…３日がかりで仕込む本気のカ
レーです。ぜひこの機会にお召し上がりください。

浜松市中区佐鳴台4-9-7

https://dakuma.jimdofree.com/

053-451-0056

コロナウイルス終息まで

ハンバーグ弁当745円(税込)/炭火焼きイベリコ豚弁当745円(税込)/浜松からあげ
弁当745円(税込)/肉餃子弁当745円(税込)/日替り弁当648～円(税込)

コロナに負けるな！

浜松市中区肴町317-7

9:00~21:00

sumibi-bar-mabuchi.owst.jp

053-450-8600

No.49

No.50

No.51



2020.4.23 掲載

テーマ

旬の食材をいかし心をこめてお
作りします。1個からご注文いた
だけます。

事業所名 ビラックス　高薗

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
1個から1500円、2000

円、3000円
発送・デリバリー対応

エリア
発送・デリバリーは基本致しません 送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山田　光宏（ヤマダ　ミツヒロ） E-mail villax@dolphin.ocn.ne.jp

2020.4.23 掲載

テーマ
うなぎの量を希望できます！お
気軽にお問い合わせください！

事業所名 ㈲勝美

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
1個1,200円(税込)～おひとつか
ら承ります

発送・デリバリー対応
エリア 浜松市北区 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 二橋 美幸 E-mail
hamanako.manzo@gmail.co

m

期限はございません

各種弁当

お持ち帰り弁当はこだわりの自家製野菜・養殖管理しております鮎自慢の味を
お楽しみください。

静岡県浜松市浜北区高薗381

11：30～20：00

053-586-8886

2020年12月末まで

うなぎ弁当、蒲焼、白焼

浜名湖【うなぎ処】勝美では、地下104mの地下水で泥臭さを抜き、余分な脂
も抜くことによりうなぎの身もしまり、自家製のタレで、手早く直火で焼き上
げることにより『パリッ！フワッ！』のうなぎの醍醐味を味わっていただけま
す。

浜松市北区三ヶ日町都筑1313-660

8:30～19:00(定休日 木曜日)

https://www.hamanako-katsumi.co.jp/

053-526-1035

No.48

No.49



2020.4.22 掲載

テーマ
コロナ支援・訳あり価格静岡新
茶

事業所名 ㈱さがみ園

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 通販対応可 最低注文数
【コロナ支援・訳あり価格】八十

八夜新茶5袋セット　4,800円（税

別）×1個から承ります

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区, 日本全国対応

送料
無料, お客様負担, お買上金額
5,000円（税別）以上で送料無
料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 菊地原　敦史 E-mail ocha@sagamien.co.jp

2020.4.22 掲載

テーマ

料理人が作る出前料理•弁当専門
店！！
お電話一本で２人前から配達い
たします！

事業所名 江戸松

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
1個750円（税込）×２個から無料配

達致します。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区（蜆塚、山手町、広沢、佐鳴
台、富塚町、中山町、高町、文丘町、鴨
江町の一部除く、鹿谷町一部除く、西伊
場町一部除く、布橋町一部除く、和地山
町一部除く、城北町の一部）

送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 鈴木　建司 E-mail

特になし

弁当、オードブル、惣菜、仕出し料理等

おもてなしの心で調理した自慢の料理の数々をぜひご賞味ください。まずは、お気軽にお電話下
さい。

浜松市中区蜆塚3-8-39

11:00〜13:30、17:00〜19:30（定休日　月曜日、日曜日は前日までの予約注文のみの
ランチ営業です。）

https://edomatsu.com/

053-453-8233

新茶、静岡茶、煎茶、深むし茶、ティーバッグ、お茶食品等

浜松市南区若林町335

8：30～14：30（土日祝休み）

https://www.sagamien.co.jp/

053-523-9422

2020年6月末まで

新型コロナウィルスによる非常事態宣言が全国に発令されたことを受け、当店が入居する浜松駅
ビルが全館休業となりました。この新茶シーズン最盛期に販売の機会を失い、当店並びに農家さ
んも大変困っています。今年の新茶そのものは大変良い出来です。この機会に通信販売を通じて
皆様に旬のうまみがギュッとつまった静岡の新茶をお届けできたらと思います。どうぞよろしく
お願いいたします。

No.46

No.47



2020.4.20 掲載

テーマ

大量生産した際に出た「訳アリB級品
（割れ・欠け・破損有）賞味期限2か
月」を特価で袋売り！※見た目は若干悪
いですが、味は正規品と変わりません。

事業所名 うまいもん空海

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
店舗販売, ヤマトクール便にて直
送。※デリバリー不可

最低注文数

味：ノーマルタイプ　／　B品　1

袋40個入り　1,296円（税込み）

味：にんにくマックスタイプ　／

B品　1袋40個入り　1,328円

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区, 日本全国対応

送料 お客様負担

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 大塲　友樹 E-mail kuukai0624@na.commufa.jp

2020.4.20 掲載

テーマ
お弁当配達いたします！
店舗受け取りならお一つから！

事業所名 藤いち

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
店舗受け取りならお一つか
ら承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区 送料
5000円(税抜き)より配達致
します。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 近藤　哲祥 E-mail xfujiichix@gmail.com

月〜金　11:30〜14:00 17:30〜22:00 土　17:30〜22:00 （定休日　日曜日）

https://www.hotpepper.jp/strJ000427214/

053-452-2793

静岡県浜松市東区有玉西町2417-9

11：00～19：00　（定休：水曜日）

http://www.umaimon-kuukai.com

053-525-6969

期限なし

藤いち特製幕の内弁当1080円（税込）、天丼864円（税込）

お弁当から一品料理まで、お店の味をご自宅でお楽しみ下さい。

浜松市中区肴町313-20

2020年5月10日まで・在庫無くなり次第販売終了

遠州浜松餃子

餃子フェス用に大量に作った餃子が食品ロスになりそうなため、利益度外視の破格価格にてご提
供します。袋に入れて重ねて保管していたため、割れ・欠けがありB品扱いとさせて頂いており
ます。見た目は、悪いものもありますが、味は最高においしい本格手作り餃子です！具のはみ出
たものや、若干の皮の破れもあります。ご容赦ください。

No.44

No.45



2020.4.20 掲載

テーマ

季余のメニューをご家庭で！今なら電話
注文で嬉しい緑茶付き！更にメール会員
登録で更にお得に！

事業所名 もんじゃ居酒屋季余

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 一個からご注文頂けます。

発送・デリバリー対応
エリア 浜松市東区 送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 太田賢吾 E-mail

2020.4.16 掲載

テーマ

天将の人気メニュー「天丼」￥１，
４００「親子丼」￥１，１００
お持ち帰り始めました！

事業所名 （有）天将　　和食天将

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
￥１、１００×１個～
数が多い場合は前日予約

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 石塚　公子 E-mail

テイクアウト受付10:30～14:00・16:30～20:00引き渡し11:30～14:30・17:00～
20:30、通常店舗営業11:30~14:00（o.s13:30）17:00~22:30（o.s 22:00）定休日　火
曜、第二第四　月火連休

https://monjya-kiyo.com/74387/

053-462-9415

当日の材料が無くなり次第終了

和食料理（天ぷら、刺身、肉料理、魚料理、野菜料理のお食事）　お弁当　法事、慶
事料理　オードブル

コロナ収束まで

お好み焼770円（税込）～、焼きそば682円（税込）～、モダン焼935円（税
込）、オムそば935円（税込）、遠州焼638円（税込）等

詳しいメニューはこちらをご覧下さい。

浜松市東区原島町179-1

ディナーは前日予約にて、メイン料理＋お野菜煮物＋卵焼き＋ご飯の「定食」
￥２，３００（税込）また、単品メニューもお持ち帰りできます

浜松市中区領家２－２３－２０

ランチ１１：３０～１３：３０　ディナー１７：３０～２１：００（定休日　火、水曜日）

053-466-0385

No.42
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2020.4.15 掲載

テーマ

お弁当始めました！基本的には店頭
販売ですが、数量や場所、時間帯に
よってはお届けも致します！

事業所名 居酒屋はまなす

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数

店頭販売につきましては
680円(税込)1個から販売
してます!

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 宇野　としみち E-mail

2020.4.15 掲載

テーマ
人気の商品をテイクアウト出来
ます。

事業所名 ヒコウビラン

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
金額問わず、お一つから承りま
す。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 羽田野　正紘 E-mail hikoubiran@icloud.com

未定

お弁当、オードブル、その他単品料理…

通常価格の20%offにて特別応援価格！電話での注文大歓迎です！お届けに関し
ましてもお気軽にご相談下さい！

浜松市中区千歳町136 牧田ビル1F

11:00〜0:00(曜日で異なる) 電話注文10:00〜20:00

https://www.hotpepper.jp/strJ000724278/amp/

9:00〜21：00(定休日　木曜日)

https://hikoubiran.com/

053-440-8008

053-454-8968 不在時090-3388-3373

2020年12月末

弁当、ケーキ、焼き菓子

人気の商品をテイクアウト出来ます！種類豊富のケーキや焼き菓子も一緒にど
うぞ。

浜松市中区佐鳴台1-15-28

No.40
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2020.4.15 掲載

テーマ
季余の味をご家庭で！
電話注文でさらにお・得・に！

事業所名 もんじゃ焼季余（志都呂店）

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 一個から

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 太田賢吾 E-mail

2020.4.14 掲載

テーマ

連尺交差点にあるガラス張りのカ
フェ パセレッティです。サンド
イッチや定食のテイクアウト始めま
した。

事業所名 cafe&dining Passeretti

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数

オーダー後に調理を始めます。お

電話にてご予約頂ければスムーズ

にお渡しできます。ぜひ、1品から

でもご予約ください。

発送・デリバリー対応
エリア

パセレッティから500ｍ圏内圏内でした
ら2000円以上からデリバリー致します。

送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 大原　理 E-mail info@passereetti.jp

2020年6月末まで・コロナの影響が薄れるまで

お好み焼770円（税込）～、焼きそば682円（税込）～、モダン焼935円（税込）、オ
ムそば935円（税込）、遠州焼638円（税込）、豚ホルモン、ソーセージ等

騒動収束後も継続してテイクアウト承ります。

弁当972円（税込）、自宅・事業所宅配用ケータリング

インスタグラム等SNSで情報を発信しますのでご期待ください。
Instagram：https://www.instagram.com/passeretti/

facebook：https://www.facebook.com/cafe.passeretti

浜松市中区連尺町307

イートイン 11:30-26:00 テイクアウト 12:00-24:00（年中無休）

www.passeretti.jp

只今電話でのお得テイクアウト強化中！まずはHPをチェックhttps://monjya-

kiyo.com/74387/

浜松市西区志都呂1-33-1

テイクアウト受付10:30～14:00・16:30～20:00引き渡し11:30～14:30・17:00～
20:30、通常店舗営業11:30~14:00（o.s13:30）17:00~22:30（o.s 22:00）年中無休

https://monjya-kiyo.com/74387/

053-440-9415

053-452-0899

No.38
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2020.4.12 掲載

テーマ 忙しいママを応援します

事業所名 セルフィッシュ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
1人分からOK.10個以上は前日
までにお願います。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 清水　さえ E-mail selfish@bz04.plala.or.jp

2020.4.12 掲載

テーマ おうちでモッツァレラ

事業所名 チーズ工房HAKU

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 １個から販売

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 池田 E-mail

11時〜14時.18時〜23時

https ://www.chichukai-selfish.com

053-458-7859

特に無し

浜松産チーズの販売

2020年8月

お惣菜500円（税込）～，お弁当500円（税込）

地中海料理をご自宅でお楽しみください。店内価格より3割程お安くなってい
ます。

浜松市中区肴町318-27

浜松の生乳で作るチーズ工房です。自宅でチーズ作り体験ができる「おうちでモッ
ツァレラ」を販売開始しました。熱湯を注ぎ、チーズを練ると出来立てモッツァレラ
が自宅で作れます。塩、布手袋、ビニール手袋、作り方レシピのセットです。数に限
りがありますので、お問合せください。

浜松市中区住吉1-24-10

11：00～18：00(定休日　火曜日)

https://www.instagram.com/cheese_haku

053-477-6316

No.36
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2020.4.11 掲載

テーマ
あの有名人も愛した味が初生で
食べれる！

事業所名 こだわり産直卸さんぼん

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
1品からテイクアウトOK。配達
は3333円から。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区

送料
無料, 配達は3333円から承りま
す

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 飯尾圭亮 E-mail ib.foods.iio@gmail.com

2020.4.11 掲載

テーマ 浜松パワーフードをデリバリー！

事業所名
日本料理　浜松　桝形・炭と酒　凡
猿

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
総額10,000円以上で配達します、

店頭引き取りは総額3,000円より受

付けます。

発送・デリバリー対応
エリア

電話にて確認ください。 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 鈴木　佐智生 E-mail info@bonzaru.com

いつでも対応してますよ！

弁当 牛タン弁当 各種メニュー

あの有名人も愛した味が初生で食べられます！まぐろブラック、熟成牛タンがオススメです、どうぞ御賞味

ください。Instagramもやってるんでフォローお願いします。

浜松市北区初生町856-9

11:00~14:00 17:00~22:00

https://sanbon-hamamatsu.com/

不定休・引き取り、配達対応時間・昼11:30～13:00・夜16:30～19:00

http://www.bonzaru.com

0120-838-909

053-489-3348

2020年6月末

浜松パワーフード弁当1500円（税込）、ドレッシング、デリバリー

浜松パワーフードを自宅にデリバリー、うなぎ、すっぽん、峯野牛を食べて免
疫力UP

浜松市中区肴町316-40

No.34
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2020.4.10 掲載

テーマ 鰻を食べて抵抗力を！

事業所名 かねりん鰻店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 お一つから。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 袴田 E-mail

2020.4.10 掲載

テーマ
あらいと鮮度が命！こだわりの
ホルモン・もつ鍋をお持ち帰り
いただけます！

事業所名
株式会社 チル・ダイナー (浜松ホル
モン酒場 もんもん)

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数 1セットから承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

田町のお住まいの方限定で配達も対応いたし

ます。
送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 大城 剛志 E-mail

2020年5月末まで

鰻重、蒲焼き、白焼き、うなぎ弁当2200円（税込、5/31まで）

特になし・対応時間は17時～20時まで

ホルモン焼肉・もつ鍋

一つ一つ新鮮な状態を保つため、真空詰めにいたします！

また、塩、タレ、味噌、薬味もつけて、ご家庭ですぐに専門店の味が楽しめます!

浜松市中区田町315-22 ぬいやビル 1F

17:00～0:00

https://www.chilldiner.com/

鰻にはビタミンA、B、E、タンパク質そして良質な脂質が含まれております。ウィル
スに負けない体をつくりましょう。少人数での法事等にもオススメです。

浜松市西区入野町731

11:00〜13:45 17:00〜20:00 水、第3火定休

www.kanerin.net

053-448-9335

053-457-1780

No.31

No.32

No.33



2020.4.10 掲載

テーマ
遠州灘の海の幸や地元、浜松野菜を
ふんだんに使用したオードブル、テ
イクアウトをご用意しています！！

事業所名
オーシャンビストロトゥクトゥ
ク

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
店舗販売, デリバリー対応可, デリバリー
は板屋町等店舗周辺に限ります。

最低注文数
5500円（税込）から承りま
す。

発送・デリバリー対応
エリア

デリバリーは板屋町等店舗周辺に限
ります。

送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 後藤直樹 E-mail gotounaoki716@gmail.com

2020.4.10 掲載

テーマ
職人が作る、舞阪漁港直送の新
鮮な魚介を使用した本格和食を
ご家庭でどうぞ！

事業所名 地魚と和酒　魚魯魚魯

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数 お一つからでも承ります

発送・デリバリー対応
エリア

電話にてご相談下さい 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 高柳英夫 E-mail chillhideo@gmail.com

17:00~24:00

http://twukutwuku.bar/

053-454-0404

期限はございませんので、ご相談ください

魚魯魚魯特選オードブル盛り合わせ
舞阪天然真鯛の塩釜焼き
舞阪天然真鯛の煮付け〜地元の野菜添え〜

無期限

遠州灘の海の幸や地元、浜松野菜をふんだんに使用した、お弁当、オードブル、ケー
タリング、お客様のご要望に添った提案

地元のものを食べ、免疫力を高める手助けが少しでもできるように、旬食材を
使用したものでお客様の家庭に癒しのひと時を届けたいです

浜松市中区板屋町672FOOD昴ビル1F

チルダイナーホールディングス全店では、
この様な状況だからこそ、地元のものを食べ、免疫力を高める手助けが少しでもできるように、
遠州灘の海の幸や地元、浜松野菜をふんだんに使用した、お弁当、オードブル、ケータリング、
お客様のご要望に添った提案をさせて頂ければとスタッフ全員で考えています。

伝馬町312-20

17:00〜24:00 年中無休

https://www.chilldiner.com/

053-455-6011

No.30

No.31



2020.4.8 掲載

テーマ

平日ランチタイム限定で人気のうなぎラ
ンチメニュー（1,950円～）のテイクア
ウト始めました。　ランチタイム以外は
鰻弁当(2,350円～）かば焼/白焼もご用
意しています。

事業所名
(有)うなぎのコジマヤ　うなぎのコ
ジマヤ幸店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法

店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応可, か

ば焼/白焼の通販承っております。詳しくは店

舗またはお電話でお問い合わせください。鰻

弁当、うな重については近隣地域（車で20分

程度）まで2人前以上で宅配料無料です。

最低注文数

店舗販売は2,350円（税込）1個か

ら、宅配は2,350円（税込）x2個か

ら近隣地域（片道20分程度）まで

無料。　詳しくはお問い合わせく

ださい。

発送・デリバリー対応
エリア

店舗から20分程度まで2人前以上のお注
文で宅配料無料です。　詳しくはお問い
合わせください。

送料
お客様負担, ヤマトの宅急便
（クール便）60センチサイズ
1,150円から

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 別所　通和 E-mail rsa07560@rx.tnc.ne.jp

2020.4.8 掲載

テーマ
小学生食事応援かけうどん、カ
レーライス100円セール

事業所名 杢屋食品株式会社、めん処杢屋

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 １つより

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 杢屋彰一 E-mail shouichi@mokuya.co.jp

2020年6月末まで

鰻弁当(2,350円、2,800円、3,300円、3,900円）　うな重(2,800円、3,300円、3,900円）かば焼/

白焼（2,600円、3,100円）　平日ランチタイム限定テイクアウトの鰻弁当(1,950円、2,800円、
3,300円）

　コロナウィルスの影響で外食を控えている方々へ宅配、テイクアウトのメニューをご用意しました。　平

日ランチタイム限定のテイクアウト鰻弁当(ひれ酢、う巻、サラダ）はお勧めです。

浜松市中区幸1-4-1

11:30~14:00 17:00~20:00　 (定休日　水曜日　第4火曜日）

https://www.unaginokojimaya.com/

6:00〜15:00

https://www.mokuya.co.jp

053-447-1280

053-474-0222

2020年4月10日〜2020年5月1日まで、祝、土日除く

麺類食堂

お子様の食事対策

浜松市西区入野町836

No.28

No.29



2020.4.7 掲載

テーマ
北海道の美味しいものをお届け
します

事業所名 株式会社真楽　北海道産直館浜松店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 足立公 E-mail

2020.4.7 掲載

テーマ
日本の旨いモノでつくるこだわ
りの手作り弁当を、10個から配
達致します。

事業所名 お弁当輪伝工房

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
デリバリーはお弁当×10個か
ら承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区, 浜松市南区

送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 坂井良行 E-mail info@rindenkoubou.main.jp

在庫がなくなり次第終了

北海道の食料品

期限無し

お弁当400円（税込）～、仕出し、惣菜、ファストフード

お弁当輪伝工房は、食品と雑貨の店「旨いもん屋りんでん」で販売している、全国各地から厳選
した食品を使ったお弁当の販売をしております。ご予算に合わせたオードブルや仕出し弁当も対
応可能です。

浜松市中区十軒町4 十軒ハイツ103号室

10：00～20:00(定休日：水曜日)

http://xn--9oq337ariddq3d.com

北海道産の美味しい食べ物を販売しております。メールにてお問い合わせ下さ
い。

浜松市中区小豆餅4丁目14-31

10:00〜19:30

090-8953-2259

053-424-7720

No.26

No.27



2020.4.7 掲載

テーマ
お茶を飲んで免疫力アップ！自
社ブランド茶「味香多茶」を浜
松市内 配達いたします

事業所名 宇津山製茶 株式会社

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応可 最低注文数
商品合計代金 2000円以上から
承ります

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区

送料
お客様負担, 浜松市内配達ご希
望の場合は配達賃200円を頂き
ます。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 宇津山　博規 E-mail utym-h@gol.com

2020.4.6 掲載

テーマ
老舗の味をぜひお試し下さい。1
個からご注文いただけます。

事業所名 中川屋

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 1個から承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 村越　亜紀子 E-mail

8:30～18:30（定休日　水曜日）

https://www.utsuyama.net/

053-486-0106

2020年12月まで

うなぎ弁当1944円（税込）、蒲焼き（並）3672円（税込）、かつ丼1026円（税込）、親子丼
918円（税込）

無期限

煎茶、紅茶、ほうじ茶、玄米茶、水出し煎茶、ティーバッグ茶、粉末茶など
必要な数量に応じてお作りさせていただきます。
※詳しい商品内容はホームページに掲載しております。

浜松市内にお茶をお届けさせていただきます。
ご家庭用から、ご贈答用、業務用までご気軽にご注文、お問い合わせください。
お茶は昔からの健康飲料です。お茶を飲んで免疫力を上げて健康に暮らしましょう！

浜松市西区湖東町996

浜名湖から仕入れたうなぎを井戸水で3～4日生かし、臭みを抜き中川屋独自の焼きと
144年継ぎ足したタレで香ばしくふっくらと焼き上げております。
他店とは違った味をお楽しみください。

浜松市東区中野町861－2

11：00～14：00　　17：00～19：30　　定休日7・17・18・27日　土日祝日営業（代
休あり）

http://nakagawaya.jp/

053-421-0007

No.24

No.25



2020.4.3 掲載

テーマ
お子様応援対策、冷凍茹でパス
タ５食入り１袋120円

事業所名 杢屋食品株式会社　めん処杢屋

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数 １袋５食より販売

発送・デリバリー対応
エリア

送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 杢屋彰一 E-mail shouichi@mokuya.co.jp

2020.4.2 掲載

テーマ
本格焼き鳥屋が提供する焼き鳥丼、
大人気親子丼！900円（税込み）×5
個から注文いただけます。

事業所名 酉泰別邸

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
900（税込み）×5個から承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山下　泰弘 E-mail
yasuhiro.02197339@gmail.c

om

在庫が無くなり次第販売終了

冷凍茹でパスタ

工場直売店にて茹でパスタを破格で販売します。

浜松市西区入野町８３６

6：00〜15：00

https://www.mokuya.co.jp

11：30～14：00　17：00～23：00

https://toriyasu-bettei.owst.jp/

090-3158-3418

053-447-1280

2020年6月末まで・在庫が無くなり次第販売終了

弁当

前日までのご予約に限ります。

浜松市中区肴町313－13弁一ビル１F

No.22

No.23



2020.4.2 掲載

テーマ
浜松で栽培したオリーブオイル
はいかがですか？

事業所名 （福）天竜厚生会みのり

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可 最低注文数 １本から承ります

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料
　２本以上購入の場合は、送料
無料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 赤堀　有里 E-mail
minori@tennryuu-

kohseikai.or.jp

2020.3.26 掲載

テーマ
魚が自慢、素材にこだわった特
製弁当を販売します！！

事業所名 逸品料理 八木

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 通販対応可, デリバリー対応可 最低注文数
1,000円（税込）×10個から
承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市内であれば、要
相談承ります。

送料 無料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 八木　俊一郎 E-mail

在庫が無くなり次第販売終了

オリーブオイル

期限はございませんので、ご相談ください

新鮮な魚を使ったお弁当（仕入れの関係もございますので、一度お電話にてご連絡ください）

和食の専門店が作るお弁当を楽しんでください！ご相談していただければ、営
業日以外でも対応いたします！

浜松市中区常磐町143-38

11:00~13:00,17:00~22:00(定休日：日曜、祝日)

地元のオリーブオイルをご賞味ください。メールにて問い合わせいただければ
通信販売にも対応させていただきます。

浜松市天竜区渡ケ島6-2

9：00～17：00（定休日　土、日曜日、祝日）
http://www.tenryu-kohseikai.or.jp/handicap/minori/index.html

053-583-1191

053-454-9290

No.20

No.21



2020.3.25 掲載

テーマ
出世弁当ぶり天丼500円（税込）
にてご注文いただけます！

事業所名
株式会社こころ（てんぷらとぶり
UOTEN第一通り店）

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数 1個から受注可能

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区, 浜松市南区対応可

送料
一部有料（詳細はHPを御覧く
ださい）

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山口裕司 E-mail contact@cocoro-inc.net

2020.3.25 掲載

テーマ お菓子を食べて気分転換

事業所名
株式会社　カネキ（おかしのキャン
ディ）

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
１万円以上ご注文で市内配送承
ります。遠方の場合は宅配使用

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区

送料 お客様負担

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 中村　亮一 E-mail
kanki-

kanda@email.plala.or.jp

予約受付：24時間（配達時間等詳細はHPへ）

https://www.cocoro-inc.net/

053-453-2655

期限なし

お菓子、駄菓子他

無期限（予告なく終了する場合がございます）

ぶり天丼（テイクアウト/デリバリー）

出世魚・ぶりの、縁起のよいどんぶりを「500円」で、ご自宅で楽しめます。

〒430-0944 静岡県浜松市中区田町３２９−１２

祭り中止は痛手です。毎年、多数の菓子袋詰めのご注文を頂いており、子供達
には、祭り気分を味わってもらいたいです。

浜松市中区葵西4丁目20-15

１０：００～１9：００（定休日　火曜日）
http://www.okashi-candy.com/

053-482-8688

No.17

No.18

No.19



2020.3.23 掲載

テーマ
パワーフード・浜松餃子をご家
庭で・・3000円より配達致しま
す。

事業所名 餃子みや

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応
可, 通販は冷凍餃子のみです。

最低注文数
デリバリーは3000円より承りま

す。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 発送は全国対応させて
いただきます（冷凍餃子のみ）

送料
浜松市中区はデリバリー無料、

その他地域は宅配にて対応し、
送料は有料となります

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 宮脇　由佳（ミヤワキ　ユカ） E-mail
miyamiya12miyamiya12@ya

hoo.co.jp

2020.3.20 掲載

テーマ クラウンメロンカレー特別価格販売

事業所名 ㈱メロー静岡 浜松店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 配送可 最低注文数 500（税込）×1

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料 お客様負担

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 永田 新 E-mail
info@mero-

shizuoka.ecnet.jp

2020年6月末まで・在庫が無くなり次第終了

焼き餃子、冷凍餃子、冷凍にんにく餃子

和豚もちぶたと国産野菜で作ったこだわりの手作り餃子です。
冷凍餃子　20個入り→648円（税込）　冷凍にんにく餃子　20個入り→810円（税込）
焼き餃子　16個入り→928円（税込）　にんにく焼き餃子　16個入り→1166円（税込）

浜松市中区元浜町282-2

11：00～14：00

10：00～17：00

http://mero-shizuoka.ecnet.jp

053-589-3056

053-473-5733

在庫が無くなり次第終了

クラウンメロン・クラウンメロン加工品

クラウンメロンを使用した唯一無二のオリジナルカレーです。現状では賞味期限まで十分時間が
ありますが、このままでは食品ロスの可能性もあるため、数量限定で格安販売しております。

浜松市東区篠ケ瀬町1178

No.15

No.16

No.17



2020.3.19 掲載

テーマ

グルテンフリー（小麦不使用）の
《イタリアンちらし寿司》を特別販
売いたします！
2500円（税別）×2個からご注文い
ただけます

事業所名 BRILLANTE IL SUZUKI

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
店舗販売, 一部お菓子やパン、商品
に限り発送も可能

最低注文数
2500円（税別）×2個から承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

送料 お客様負担

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 鈴木　智紀 E-mail shop@brillantesuzuki.com

2020.3.19 掲載

テーマ
浜松パワーフード弁当　2,000円(税
別)×5個から御注文いただけます。
但し取りに来られる方

事業所名 旬の料理あまの

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売 最低注文数
2,000円税別×5個から承りま
す。

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 天野　宗彦 E-mail 0700amano@gmail.com

2020年6月末まで

100%グルテンフリー（小麦不使用）専門店
イタリアンレストラン、お惣菜、オードブル、お菓子、米粉100%パン、陶器、籠など

コロナウイルスが収束するまで

浜松パワーフード弁当、和牛静岡そだち時雨煮、浜松産ナスの田楽、遠州灘水揚げ鰆照り焼き、
浜松産野菜の含め煮色々、桜海老かき揚げ、出汁巻き玉子、蒟蒻雷煮、浜名湖産青海苔佃煮、自
家製わらび餅、など仕入れにより内容は多少変わります。

御注文は前々日迄にお願いします。浜松産の食材を中心にした彩り弁当です。

浜松市中区肴町313-12Yビル1F

17:30~23:00（定休日　日曜日）お弁当は11:00から承ります。

http://www.shunnoryouri-amano.com/

まるたま市など肴町のイベントなどのみで限定販売している《イタリアンちらし寿司》を今回、
2個からご予約にてご注文を承ります。
店頭の自家製のグルテンフリーお菓子や米粉100%パンなどは発送も可能です。
美味しいグルテンフリー弁当、お菓子などをぜひこの機会にお召し上がりください。

静岡県浜松市中区肴町317-17メルカートビル1階
12:00〜23:00 （定休日　不定休）
https://brillantesuzuki.com/

053-596-9620

053-451-0700

No.14

No.15



2020.3.19 掲載

テーマ

深さ115ｍの地下からくみあげた清らか
な水で活かし込み臭みをとりのぞき、関
東風手法でじっくり蒸し上げ、秘伝のた
れで焼き上げた国産鰻、　深蒸蒲焼75ｇ
×3串　たれ山椒付き　　送料込み7,580
円

事業所名 ㈱うなぎ藤田浜松店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 通販対応可 最低注文数
うなぎ藤田オンラインショップ
からご注文下さい。

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応ですが一部離島などお
届けできないエリア有。

送料 お客様負担

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 藤田　将徳 E-mail info-fujita@unagifujita.net

2020.3.19 掲載

テーマ 浜松ぷりん

事業所名 （有）さかな家物産店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可 最低注文数 3個〜

発送・デリバリー対応
エリア

送料 お客様負担

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 宮近　志人 E-mail info@hamamatsu-purin.com

http://www.unagifujita.net/

053-430-0606

在庫がなくなり次第終了

プリン

在庫が無くなり次第販売終了

産地直送、宅配便発送いたします。深蒸蒲焼、長蒲焼パック、うなぎ茶漬、う鮨、う
なぎ炊き込みご飯の素など。

うなぎ藤田で扱っているうなぎは、すべて安心できる国産うなぎ、清水にて活かし込み、臭みを
取り去り、余分な脂も少なくたれもあっさりしていますので女性の方でも最後までおいしくお召
し上がりいただけます。

浜松市中区高丘西3-52-16

全国でも有数の花の産地浜松をイメージして、薔薇の花のように華やかな見た目のフ
ラワープリンをはじめ、季節になってわせて旬のプルーツを使ったプリンを楽しめま
す。

浜松市西区湖東町5652-1

10:00〜17:00(定休日　不定休）
https://hamamatsu-purin.com

053-525-7223

No.11

No.12

No.13



2020.3.18 掲載

テーマ

居酒屋ダイニングてんくうのイチオ
シ宴会コースをそのままデリバリー
します！クラフトビールもご一緒に
♪

事業所名 株式会社こころ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
注文金額10000円（税込）
からお承りします。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区 送料
無料, 遠隔地の個別対応の場
合、別途頂戴する場合がありま

す。

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山口裕司 E-mail
marketing-

department@cocoro-inc.net

2020.3.18 掲載

テーマ 焼きたてパエリアを食卓で♪

事業所名 エルカミーノタマチ

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
3500円(税抜)　以下は配達
料500円

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, デリバリーは店舗周辺地域 送料
3500円(税抜)　以下は配達料
500円

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 中野 E-mail

とくになし（予告なく終了する場合がございます）

オードブル、クラフトビール

お店と同じハイクオリティなメニューが自宅で手軽に楽しめます。県内で製造された
特別なクラフトビールもご一緒にお楽しみ頂けるプランもご用意しております。

浜松市中区鍛冶町135－1　Ｂ－２ビル　B1F

10:00~18:00(予約受付時間)

https://www.cocoro-inc.net/

平日17:00~24:00 金土祝前17:00~27:00　(定休日　日曜日）

https://elcamino.hamazo.tv/e8742660.html

053-457-1757

053-453-2655

未定

スペイン料理のデリバリー、テイクアウト

イベリコ豚の生ハムや、スペインのピンチョス、煮込み料理やパエリアをご自
宅でもお楽しみ下さい。

浜松市中区田町325‐1　渥美ビル３F

No.10

No.11



2020.3.17 掲載

テーマ
当店名物！浜名湖うなぎの刺身を産
直お届けします！2980円（税込）×
1個から承ります。

事業所名 魚料理専門 魚魚一（とといち）

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可 最低注文数
2980円（税込）×1個から承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜

松市北区, 日本全国対応
送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 橋本さくら E-mail online-shop@totoichi.com

2020.3.17 掲載

テーマ

陳麻婆豆腐弁当 【唐揚げ、山椒入り辣
粉付き】
鶏唐揚げ弁当、パーティーパックも登場
お電話にて御予約注文お待ちしていま
す。

事業所名 (有)蘭天

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
972円 (税込）1個より承
ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市北区 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 稲野 秀幸 E-mail

無期限

魚料理専門店

コロナが終息するまで

中国料理全般
（各種弁当、パーティーパック、当店アラカルトメニューよりお持ち帰り出来ます。）
※メニューの中にはお持ち帰り出来ない物も御座います。
※メニューはホームページに掲載しています。

ご注文お待ちしています。

浜松市東区半田山4-41-1

11:30～14:00 17:30～22:00(os21:00)水曜定休※祝日の場合営業有り※月1回連休有り
ホームページにてお知らせします。

https://ranten.jp

「浜松パワーフード」を食べて元気になろう！

浜松市中区肴町318-28　ペッシェビル3階

17:00～23:00（定休　日曜日）

http://www.totoichi.com/

053-458-6343

053-435-4656

No.7

No.8

No.9 休業中



2020.3.17 掲載

テーマ

日本茶専門店　各種茶葉の店舗販売（ご
家庭から事業所様への市内配達・地方発
送）
緑茶カテキンには抗ウイルス・免疫力
アップ効果あり　感染症予防の為にも急
須で淹れたお茶を毎日の習慣に！

事業所名 株式会社　まるい園茶舗

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応可 最低注文数

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区,

浜松市北区, 日本全国対応
送料

一部を除く市内無料。市外県
外・進物については別途送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 鈴木　勝彦 E-mail maruien@mug.biglobe.ne.jp

2020.3.17 掲載

テーマ
有機栽培茶を販売しています。茶カ
テキンで、自己免疫力を高め
ウィルスから身を守りましょう。

事業所名 日本農産株式会社

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法
店舗販売, 通販対応可, デリバリー対応
可, 近隣の場合はお届けいたします。

最低注文数
お届けの場合送料が掛かります
が、１本から承ります。

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区, 浜
松市北区, 日本全国対応

送料 お客様負担

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 樽井　善美（タルイ　キヨミ） E-mail tarui@nihon-n.co.jp

9：00~18：30（定休日　日曜日）
https://www.maruienchaho.com

053-454-9145

２０２１年１２月末まで

有機栽培　緑茶・烏龍茶・玄米茶・ほうじ茶・紅茶等

6月末まで

玉露・煎茶・ほうじ茶・玄米茶・抹茶など日本茶の販売　事業所・ご自宅への配達
サービス

砂山銀座サザンクロス商店街では毎月第1・3土曜日朝市10時~開催中
農水産物・雑貨・飲食など　出店者募集中　　問合せ　まるい園まで

浜松市中区砂山町357-22　サザンクロス商店街

有機粉末茶でカテキンを摂取するのが効果的です。

浜松市北区根洗町240

9：00～17：00（不定休）

http://www.nihon-n.co.jp/

053-436-1300

No.6

No.7



2020.3.15 掲載

テーマ

浜松餃子専門店の本気の餃子を全国
発送いたします。
もちろん店舗でもお買い求めいただ
けます。

事業所名 うまいもん空海

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, 通販対応可 最低注文数

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区,

浜松市北区, 日本全国対応
送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 大塲友樹 E-mail kuukai0624@na.commufa.jp

2020.3.14 掲載

テーマ
【イベント自粛で激減】浜松市内ど
こでも出張本格バーベキュー致しま
す！

事業所名
アンドバーベキュー（静岡県BBQ協
会）

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 デリバリー対応可 最低注文数
数十人数～何百人数規模のバー
ベキュー機材や食材やプロス
タッフを派遣できます

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区, 浜松市東区, 浜松市西区,

浜松市北区
送料

企業から一言

住所
営業時間

URL
電話番号

担当者名 鳥居 克啓 E-mail
shizuoka.barbecue@andbb

q.jp

在庫が無くなり次第終了

浜松餃子

催事、物産展の開催中止等で、冷凍餃子の在庫が凄い事になってます。
コロナ支援と伝えて頂ければ、10%引きさせていただきます。

静岡県浜松市東区有玉西町2417-9

11:30～19:00 通販は24時間受付
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kuukai1/

１０：００～１７：００
https://andbbq.jp/

053-428-2017

053-525-6969

BBQシーズン終了まで

出張本格バーベキュー（企業様社内レクリエーションや団体様イベントなど）

出張本格バーベキューイベントが立て続けに中止になり困っています。お花見や新入社員歓迎会
や決起大会など社内レクリエーションや団体様のイベントで是非ご活用ください！

浜松市北区都田町２８０５

No.4

No.5



2020.3.13 掲載

テーマ
本格炊き立てパエリアをご自宅で！
エリア限定配達＆テイクアウト！

事業所名 エルカミーノ　佐鳴台本店

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店舗販売, デリバリー対応可 最低注文数
デリバリーは3500円(税抜き)未満は

配達料500円

発送・デリバリー対応
エリア

浜松市中区 送料
デリバリーは3500円(税抜
き)未満は配達料500円

企業から一言

住所

営業時間

URL
電話番号

担当者名 伊藤　健太郎 E-mail el-camino@road.ocn.ne.jp

2020.3.13 掲載

テーマ
工場直送！ハム・ベーコン・ソー
セージ等　ご自宅までお届けしま
す！

事業所名 浜松ハム㈱

業種区分
製造業、建設業、運輸業、不動産業、医
療・福祉業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品, 業務用商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 通販対応可 最低注文数
浜松ハム楽天市場店よりご注文
ください。

発送・デリバリー対応
エリア

日本全国対応 送料 無料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 山本　貴士 E-mail info-fujita@unagifujita.net

デリバリーはエリア限定になります。各店舗にお問合せ下さい。テイクアウトもご用
意できます。

各種パエリア・イベリコ豚の生ハム・セルフピンチョスセット(前菜)・各種煮込み料理

在庫が無くなり次第販売終了

モモハムの切り落とし、ベーコンブロック、お得用ウインナー、ポークフランク　等

冷蔵・冷凍商品の同温度帯、同封可能商品を複数購入の場合は、2個目から1品につき税込み価格
より1000円引き致します。　例）スライスベーコンと厚切りベーコンを購入　2,160円+2,980円
‐1,000円（値引）＝4,140円　※異なる温度帯同士の場合は同封不可なので、値引はありませ
ん。

浜松市北区東三方町178-2

https://www.rakuten.co.jp/hamaham/

ご自宅で本格的なパエリアをお召し上がりください。　近隣のデリバリー地区はパエリアは鉄鍋
のままの配達も可能です。鍋は回収に伺います。

浜松市中区佐鳴台３－５４－４５

11:00-14:00 17:00-23:00 (定休日　月）

https://elcamino.hamazo.tv/e8742664.html

053-440-7057

053-438-1186

No.2

No.3



2020.3.13 掲載

テーマ
催事が中止となり在庫が余っており
ます！

事業所名 ピッツァなお

業種区分 農林水産・商業・サービス業 等

取扱商品種別 一般消費者向け商品

情報公開期限･条件

主な販売商品

販売方法 店頭販売 最低注文数

発送・デリバリー対応
エリア

送料

企業から一言

住所

営業時間

URL

電話番号

担当者名 鈴木　直英 E-mail pizzanao2010@yahoo.co.jp

11:00～15:00 17:00～21:00(定休　火)

https://pizzanao.hamazo.tv/

053-523-6335

2020年5月末まで（在庫が無くなり次第終了）

冷凍ピザ（マルゲリータ　その他ピッツァ10種類あり）

焼かずに電子レンジで解凍するだけ！ピッツァなお自慢の冷凍ピッツァが、百貨店等での出店予
定でありました催事・物産展の中止があり、在庫過多となってきております。

そこで店頭にて２５％引き（税抜き）で販売しますので、皆様のお越しをお待ちしております。

浜松市中区和地山１－７－１８

No.1




