
住　　所： 出雲市平田町2247-13
T　E　L： 090-5703-1114
受付時間： 12：00～18：00
定 休 日：不定休

HIRATAinお持
ち帰りグルメ特集

今回、平田商工会議所では、今般の新型コロナウィルス感染状況拡大を受け、
テイクアウト ( お持ち帰り ) に力を入れている飲食店の特集を始めました。
また、会報 7 月号や当所 HP 等でも引き続き本特集を行う他、市内商工団体で
テイクアウト ( お持ち帰り ) を特集した Web サイトを立ち上げる予定です。

＜飲食店のみなさまへ＞
　今後も引き続き特集やサイトでのPRを行いますので、テイクアウト ( お持ち帰り )

をしている飲食店、または今後始められる飲食店で掲載ご希望の方は、
５月末までに下記へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

平田商工会議所　TEL：63-3211   メールアドレス：hchamber@hirata-cci.or.jp

M
,
s bar エムズバー

・エビのエスカベッシュ
・チキンのグリル焼
・スモークベーコン
・スモークチーズ
・レーズンバター　他

　　  各 600円（2人前）

・バジルソース
・明太子ペースト
・タプナード
　（オリーブペースト）　他
 各 600円（2人前）

FoodFood Sauce & Paste
Sauce & Paste

住　　所： 出雲市平田町2390-3
T　E　L： 0853-63-3167
受付時間： 10：00～14：00
定 休 日：月曜日

★事前予約
★お支払方法…現金、各種カード使えます
★配達は要相談
★インスタグラム…ヒラタオカヤで検索
　ＤＭでも受付けます
（前日までのご予約が必要です）

お弁当
・豚生姜焼き ………………………………… 880円
・豚ロースカツ ……………………………… 880円
・ミックスフライ …………………………… 880円
・天ぷら ……………………………………… 990円
・うなぎかば焼き ………………………… 2,200円
・のど黒幽庵焼き ………………………… 2,200円
・真さば文化干し ………………………… 1,100円
・お子様ニコニコ弁当 ……………………… 500円
・その他  オードブル、仕出し

MenuMenu味処おかや ※お弁当にはご飯、サラダ、野菜おひたし、
　出汁巻き玉子が付きます。

★メニューは随時変わります。
★ご注文は前日までにご連絡下さい。
　　　　　　　　　　　　（担当：長谷川）

住　　所： 出雲市美野町517-1
T　E　L： 0853-67-0855
受付時間： 10：00～19：00
定 休 日：水曜日　

★店内の飲食時間

　11：00～15：00
　17：00～20：00

・色彩弁当 ………………………………… 700円
・お子様弁当 ……………………………… 500円
・焼き鯖（3切） ……………………………… 300円
・良子のだし巻き玉子（限定）…………… 300円

MenuMenu

山里波 さんりば

和風レストラン

山里波

弁当・惣菜は日替わりになっております。
200円～700円の間で8種類程度の
弁当・惣菜をご用意しておりますから、
お気軽にご来店ください。

（価格はすべて税込）

（価格はすべて税込）

（価格はすべて税込）

お問合せ
は

こちら！

飲食店応援企画
第 1弾

※掲載無料



住　　所： 出雲市鹿園寺町301-27
T　E　L： 0852-67-6673または
 080-4262-7614

たかの屋㈱森電気機械工業
地産地相酒場

住　　所： 出雲市平田町2415-1
T　E　L： 0853-62-9191

★お持ち帰り限定。

★忙しい時間帯はお時間がかかる
　場合があります。
　電話予約いただくとスムーズです。

・カラアゲ弁当 …………450円
・チキン南蛮弁当 ………500円
・からあげどん …………400円
　　　　　　　 各種大盛＋50円
・風平焼飯弁当…600円（大盛不可）

MenuMenu

風風ラーメン 平田店

★あらかじめご予約、配達時間の
　ご相談をお願い致します。

住　　所： 出雲市平田町841
           （木綿街道交流館）
T　E　L： 0853-62-2631
受付時間： 9：00～17：00
定 休 日：火曜日　

★10個以上は配達いたします。
　配達地域はご相談ください。
★水曜日のご注文は月曜夕方までに
　お願いします。

お手軽弁当
・唐揚げ弁当 ………… 550円
・とんかつ弁当 ……… 550円
・ハンバーグ弁当 …… 550円
・焼き魚弁当 ………… 550円
・焼肉弁当 …………… 600円

MenuMenu

棉の花ごはん屋 わたのはな

ごはん屋

棉の花

地産地相酒場
㈱森電気機械工業

たかの屋

風風ラーメン
平田店

中国料理翠苑

翠苑 平田店

折詰弁当、オードブルは召し上がるシーンに合わせて
お作りしています。ご予約の際に、ご予算、会合の内容、
年齢層、性別などをお伝えください。

食事は毎日のことですので、複数のご注文や
連日でのご注文の際は内容などもご相談ください。　
配達について、旧松江市と旧平田市の地域については
お弁当５ヶ、オードブル１ヶから承ります。

住　　所： 出雲市美野町1662-1
T　E　L： 0853-69-1111
受付時間：15：00までにご注文
  18：00までにお越し下さい
定 休 日：月曜日（祝日の場合は営業、火曜日定休）

翠苑 平田店
・オードブル　3名様用   3,888円
　　　　　　4名様用 5,184円
　　　　　　5名様用 6,480円
・酢豚弁当 ……………700円
・からあげ弁当 ………700円
・麻婆豆腐弁当 ………700円
・マーボー丼 …………680円
・天津飯 ………………680円
・中華丼 ………………730円
　

・エビのチリソース …880円
・四川麻婆豆腐 ………720円
・麻婆豆腐 ……………720円
・エビの天ぷら ………700円
・からあげの甘酢ソースかけ… 580円
・エビのマヨネーズソース和え…800円
・からあげ（2個） ………340円
・餃子（10個）……………440円
・チャーハン …………730円
・酢豚 …………………750円

MenuMenu
★15：00までにご注文を
　お願い致します。
　お弁当はその場での注文も承ります。
　18：00までにお越し下さい。

（価格すべては税込）

MenuMenu

カレー弁当
・出西生姜カレー弁当 550円
・カツカレー弁当 …… 750円
・エビフライカレー弁当 750円
・出西生姜カレー
  ルーのみのお持ち帰り …… 400円

（価格はすべて税別）

（価格は税別、パック代を頂きます）（価格は税込）

・お得な日替わり弁当 ……… 700円
・こだわりのカツカレー …… 800円
・各種注文弁当 …………… 1,000円
・オードブル ……………… 3,000円

MenuMenu

（価格すべては税込）

～
～

・折詰弁当 ……………800～2,000円
・オードブル（3～4人前）………… 3,000円
  【前々日17時までのご予約】

～

  【前日17時までのご予約】   【当日10時までのご予約】

住　　所： 出雲市平田町2069-2
T　E　L：0853-62-2430
受付時間： 11：00～17：00

住　　所： 出雲市平田町1826-20
T　E　L：0853-62-2218

ほり江HOTEL HORIE 料亭

・ほり江特製オードブル（5人分）   … 5,000円より
・松華堂弁当 ………………………1,500円より
　※5個より承ります

・出張パーティー形式   お一人様  2,000円より

MenuMenu

（価格すべては税別）

※その他、料理内容・ご予算等お気軽にご相談くださいませ。

★出雲市内配達致します。
　ご予約は、3日前までにお願い致します。


