
■メニュー・金額・営業時間は変更になる場合がございます。　■アレルギー食品使用は各店舗にお問い合わせください。
■チラシ掲載の内容は各店舗へお問い合わせください。　■店内飲食でのご利用はできません。　■テイクアウトのお料理はお持ち帰り後早めにお召し上がりください。

テイクアウト
商品あります。

デリバリー （配達）可能 注意事項
※各店舗により条件がある場合がございます。
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各店舗
表示説明
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■チラシ掲載の内容は各店舗へお問い合わせください。　■店内飲食でのご利用はできません。　■テイクアウトのお料理はお持ち帰り後早めにお召し上がりください。
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各店舗
表示説明

■住所／上越市仲町3-5-4

酒菜折詰

■E-mail  ukiyo-kk@joetsu.ne.jp
■営業時間／11：00～22：00 ■定休日／不定休

TEL.025-524-2217  FAX.025-523-9030

お弁当ではありません！  飲料の料理としてお楽しみください。

デリバリー（配達）は4人前以上、上越市・妙高市のみ

TAKE
OUT

DELIVERY

4,320円デリバリー・テイクアウトは
AM11:00～PM18:00まで

（サカナオリヅメ）

料亭
割烹

百年料亭 宇喜世

※掲載写真は代表的な１品ですが、他にも多数テイクアウト・デリバリー商品を扱っていますので、各店舗へお問い合わせ下さい。 上越商工会議所

上越商工会議所 会員 事業所 会員 飲食店

❸注文❸注文

商品（テイクアウト・デリバリー ）❹商品（テイクアウト・デリバリー ）❹

❺支払い❺支払い
※領収書・レシートなどを保存

❷採択通知❷採択通知

補助金請求❻補助金請求❻

❼振込❼振込

補助金申請❶補助金申請❶

2個以上の注文で
1個あたり30％分を
会議所が費用補助！
総額950万円に達し次第終了！

会合や福利厚生として
仲間である会員飲食店
を応援していきます！

テイクアウト・デリバリー
商品を揃えて皆様からの
注文をお待ちしています！

※領収書等を添付

補助金の概要

企業版

テイクアウト・デリバリー
推進事業 TAKE OUTDELIVERY

Joetsu Chamber of Commerce and Industry

仲間の飲食店で注文して応援！
会員相互にWIN・WIN！

上越商工会議所では、企業版テイクアウト・デリバリー 推進事業を行い、フードデリバリー 需要の創出を図ることで、コロナで甚大な影響を受けている会員飲食店を支援します。
※複数日（回）に渡って注文しても良いですが、❷補助金採択通知を受けたものに限ります。

◉補助金累計が950万円に達しま
　したら上越商工会議所HP等でお知らせします。
　また950万円に達した後に❶補助金申請された
　場合は、ご連絡します。

◉❶補助金申請書は、本チラシとともに同封しております。
　複数枚必要な場合はコピーして頂くか、上越商工会議所
　HPよりダウンロードしてください。
◉❻補助金請求書は、❷採択通知書とセットになっております。

A社（個人事業所）の福利厚生用として
税込2,500円のお弁当3個購入
2,500円×3の30％=2,250円補助

例例

会議用として
税込1,000円のお弁当5個購入
1,000円×5の30％=1,500円補助 6,250円が上限となる

役員会用として
税込4,000円の折詰10個購入
4,000円×10の30％=12,000円補助だが
個人事業所の補助上限10,000円までなので
8月13日の補助は

■7月11日 ■7月25日 ■8月13日

※補助上限額／個人事業所10,000円・法人事業所15,000円

チラシに掲載された「登録店舗」が取り扱うテイクアウト・デリバリー商品を、会員企業が各種会合や社員向けの福利厚生
などでご利用頂くことを前提に、2個以上の注文に対して1個あたり商品の30％分を上越商工会議所が費用補助します。
なお、1社あたりの補助上限額は【個人事業所10,000円】・【法人事業所15,000円】までとし、補助金累計が950万円に達し次第終了します。

■住所／上越市中央5-12-18
TEL.025-543-2154  FAX.025-543-2156

料理屋の味をご家庭や会社でお楽しみください。ご予算に合わせて承ります。

料理
割烹 松風園藤作

TAKE
OUT

DELIVERY

■営業時間／11：00～21：30　■定休日／月曜日

５個以上、または１万円以上から配達致します。（応相談）

各種お弁当・オードブル・
さしみ盛り 1,620円～

■住所／上越市仲町4-5-2

季節の会席弁当

TEL.025-523-5428  FAX.025-525-0549

地産地消、手作りにこだわった季節を感じられる会席弁当です。

1,500円

お食事処 高田ターミナルホテル／旬魚料理と地酒の店 大黒屋

■E-mail  info@t-terminal.jp
■営業時間／7：00～22：00  ■定休日／なし

配達は５ヶ以上からです

TAKE
OUT

DELIVERY

■住所／上越市大和５-２-７　エンジョイプラザ１階

鶏と野菜の
黒酢あん弁当

TEL.025-520-4100  FAX.025-520-4100

大戸屋の人気メニュー。鶏の竜田揚げと素揚げした野菜を、自慢の黒酢あんでからめました。

820円

お食事処 大戸屋ごはん処 上越妙高駅前店

■営業時間／11:00～21:30  ※アイドル時間 15:00-17:00  ※ラストオーダー 21:00
■定 休 日／なし

“そうそう、これこれ”って、思わず嬉しくなる味です。

TAKE
OUT

（税込）
※おかず単品：630円（税込）

■住所／上越市大和-２-８

カツサンド

TEL.025-520-6453  FAX.025-520-6453

厚切りふわふわ山食パン！サックサクのカツを挟んだボリュームある一品です。

TAKE
OUT

680円

喫茶店 コメダ珈琲 上越妙高駅前店

お家コメダしよう　

各
●カツサンド
●みそカツサンド

●カツカリーサンド
●エビカツサンド

■営業時間／7:00-21:00（ラストオーダー20:00） ■定休日／なし

（税込）

■住所／西城町3丁目5-2  NOBLESQUARE １F
TEL.025-530-7900  FAX.025-530-7901

1,296円

パン喫茶
小売

レジーナ スイーツ＆ベーカリー

お問い合わせは

■E-mail  sondb@regina-lxc.jp
■営業時間／10：00～18：00 ■定休日／火曜日

わんぱく
ランチボックス

TAKE
OUT

■住所／上越市西本町1-14-7

御祝い折詰

TEL.025-544-5001  FAX.025-530-2611

祝い用、法事用各折詰弁当他、会食用弁当2000円よりオードブル、など

会席
料理

会席料理  和さ美

■E-mail  kazumi-512-nikkan-kasui@docomo.ne.jp
■営業時間／ランチ11：30～14：00　夜17：00～22：00  ■定休日／日曜日、予約有りの場合は営業

ランチは前日までの予約のみ営業／夜は21：30ラストオーダー

TAKE
OUT

DELIVERY

3,300円
■住所／上越市西本町3-11-2

自家製 焼餃子
（６個入り）

TEL・FAX.025-543-5366

当店の餃子は皮も自家製！！もちもちの皮に具は野菜たっぷりとってもジューシー

350円

中華 中国料理　楼蘭

TAKE
OUT

■営業時間／AM11：00～14：30（L.O14：00） PM5：00～21：00（L.O20：30） 
■定 休 日／水曜日（祝日の場合、別日振休）

テイクアウト用のメニュー表あります。ご希望の方はFAX致します。

■住所／上越市西本町4-1-5

鳥まん名物
勢ぞろい折り

TEL.025-543-1515  FAX.025-543-5371

鳥まん自慢の餃子、焼き鳥、する天、玉子焼、メギスフライをぎゅっと一つに！

2,160円

居酒屋 直江津を味わうお店　鳥まん

■営業時間／11：00～（L.O）13：30  17：00～（L.O）21：30 
■定休日／水曜日

概ね20分圏内5個よりデリバリーします。3日前までにご予約

TAKE
OUT

■住所／上越市中央1-2-3

特撰弁当

■E-mail  hotel@heimat.co.jp
■営業時間／9:00～21:00 ■定休日／なし

TEL.025-543-3151  FAX.025-544-5578

ホテルの本格会席料理を、テイクアウトでお召し上がり下さい。

お問い合わせは

TAKE
OUT

DELIVERY

3,500円

料理
仕出 ホテルハイマート

■住所／上越市大和2-1-1

さけめし

TEL.025-520-4210  FAX.025-520-4210

自家製鮭のほぐし身、いくらのたまり漬をふんだんに盛り込んだ駅弁。

時短営業中

TAKE
OUT

DELIVERY

1,200円

駅弁
販売 駅弁 山﨑屋

■営業時間／8:00～18:00 ■定休日／なし

◉上記補助金の概要❶～❼の順番に沿って行ってください。※掲載写真は代表的な１品ですが、他にも多数テイクアウト・デリバリー商品を扱っていますので、各店舗へお問い合わせ下さい。

■住所／上越市下門前1626

醤油から揚げ
のり弁当

■営業時間／11：00～21：30 ■年中無休（臨時休業有り）

TEL.025-545-5139  FAX.025-545-5149

にんにくが効いた大きなから揚げをのせたのり弁当！ご飯大盛り無料です。

営業時間６月末まで／11：00～20：30（LO.20：00）

TAKE
OUT

350円

お食事処 いっさく 上越インター店

大満足のボリューム感でいろんな味を楽しめるオリジナルランチボックス。

■住所／上越市柿崎区上下浜262

テイクアウト
料理折

TEL.025-536-6565  FAX.025-536-6500

旬の食材や海の幸を料理折にしました。会社や町内会などのお集まりにご利用下さい。

お食事処 マリンホテルハマナス

■営業時間／8:00～21:00  ■定休日／月に１回休館日有り：不定

ご注文は２日前まで、５個以上でお願いします

TAKE
OUT

2,200円

■住所／上越市中央1-2-7

ビーフシチュー
弁当

TEL.025-545-3111  FAX.025-545-3122

ホテル自家製ビーフシチューを是非お召し上がり下さいませ。

ホテル ホテルセンチュリーイカヤ

■E-mail  info@ikaya.co.jp
■営業時間／24時間営業 ■定休日／なし

お問い合わせは

2,160円

TAKE
OUT

DELIVERY

■住所／上越市上中田2026
TEL・ FAX.025-526-7751

龍馬軒の味をそのままセットに！ご家族で作ってお楽しみください。

TAKE
OUT

ラーメン店 龍馬軒

事前予約／保冷バックに入れてお渡しします。

◉セット内容／醤油にぼしストレートスープ、自家製生麺、
　トッピング（チャーシュー・味玉・メンマ・ネギ）、レシピ付

■営業時間／11:00～14：30、18：00～21：00  ■定休日／月曜日

2名分 4名分

お家で作るらーめんセット
1,800円 3,400円

写真は2名分です

事業の問合せ先 上越商工会議所（担当：秋山・小林）TEL.025-525-1185  FAX.025-522-0171

■住所／上越市西城町3-5-20

デュオ・セレッソ 特製仕出し弁当

TEL.0120-26-4000  FAX.025-526-9121

定番の幕の内弁当をはじめ、肉づくし、中華づくし等もございます。是非、御利用下さいませ。

冠婚
葬祭業 デュオ・セレッソ

■E-mail  cerezo@heian-co.jp
■営業時間／10:00-20:00  ■定休日／火曜日

配達は合計27,500円（税込）以上から無料配達（上越市、妙高市のみ）

TAKE
OUT

DELIVERY

2,700円 3,240円 5,400円

写真は2,700円の
弁当２種と
3,240円１種です

仕入れの状況により、
内容が変更になります

◉ご予約はお渡し日３日前の
お昼12時までにお電話下さい

■住所／上越市富岡3457  イオン上越店フードコート
TEL.025-521-2526

クレープ＆
ガレット

クレープショップ サニーズ　イオン上越店

■E-mail  sunnys-jyouetu@cre-pe.jp 
■営業時間／10：00～20：00(L.O19：30)　■定休日／なし

TAKE
OUT

お問い合わせは

ガレット
コンプレット
＆サラダ

上越産そば粉を100％使用し
た生地をくるくるまいて提供
なので手軽に食べられます。

810円

■住所／上越市東雲町2-1232

割烹のお弁当

TEL.025-531-0388  FAX.025-531-0188

職場でのお弁当や家族のイベント事での会席弁当やオードブル等、ご利用下さい。

割烹 割烹髙はし

■営業時間／11:30～21:30  ■不定休

テイクアウトは前日昼までにご予約。配達は概ね20分圏内より。詳細はご相談下さい。

TAKE
OUT

DELIVERY

1,620円◉ご予算に応じて、1,080円～5,400円まで



■メニュー・金額・営業時間は変更になる場合がございます。　■アレルギー食品使用は各店舗にお問い合わせください。
■チラシ掲載の内容は各店舗へお問い合わせください。　■店内飲食でのご利用はできません。　■テイクアウトのお料理はお持ち帰り後早めにお召し上がりください。

テイクアウト
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デリバリー （配達）可能 注意事項
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各店舗
表示説明

■住所／上越市寺町2-1-8

写真は4,320円の
お弁当

長養館のお弁当
3,240円 4,320円 5,400円

■E-mail  k-yoshi@niks.orjp
■営業時間／11：30～21：30 ■定休日／不定休

TEL.025-523-5481  FAX.025-522-3640

料亭
割烹 長 養 館

お酒のおつまみにもなるお料理とご飯が長手箱二段重に入ります。 3日前2ヶより

概ね20分圏内5個よりデリバリーします。3日前までにご予約

TAKE
OUT

DELIVERY

TAKE OUT

DELIVERYJoetsu Chamber of Commerce and Industry

各店の掲載写
真は代表的な

１品ですが、他にも多数
テイクアウト・デリバリー
商品を扱っていますので、
各店舗へお問い
合わせ下さい。

■住所／上越市大和3-13-10
TEL.025-520-8420  FAX.025-520-8420

旬の地元の食材を利用し作る煮物、かやく御飯、揚物、焼物も入っての満足頂ける仕出し弁当、会合にも十分ご利用いただけます。

1,380円より

お食事処 会席そば処 安茂里

予約注文となります

■E-mail  hk19640612@icloud.com
■営業時間／11：30～14：00、17：30～21：30 ■定休日／火曜日

（華）
四季の会席膳

TAKE
OUT

DELIVERY

■住所／上越市本町５丁目１-１１

肉盛りオードブル

TEL.025-526-7611  FAX.025-526-5633

おウチでプチ贅沢！！牛ステーキを始め、全１４種類の肉づくしのオードブルです。

TAKE
OUT

4,000円

カフェ＆
レストラン アートホテル上越 レストラン アレーグロ

要予約／前日の15：00迄  お渡しは11：00～18：00迄

■E-mail  akihiro.sato@mystays.com
■営業時間／6:30～14：30 ■定休日／なし

（2～3人前）

■住所／上越市西本町4-8-18
TEL.025-546-7500  FAX.025-525-8421

老舗料亭「やすね」の味を継承した特製弁当をご賞味ください。他にも2,160円・5,400円弁当もご用意しております。

居酒屋 手作り料理と地酒  おと御幸町店（直江津店）

TAKE
OUT

■E-mail　otonakamachiten@gmail.com
■営業時間／17：30～22：00（LO21：30）　■定休日／日曜日（月毎に応じて日曜日以外もあります）

六華弁当（りっかべんとう）
二段六マス 3,240円

■住所／上越市仲町2-2-3
TEL.025-526-8760  FAX.025-525-8421

老舗料亭「やすね」の味を継承した特製弁当をご賞味ください。他にも2,160円・5,400円弁当もご用意しております。

居酒屋 手作り料理と地酒  おと仲町店（高田店）

TAKE
OUT

■E-mail　otonakamachiten@gmail.com
■営業時間／17：30～22：00（LO21：30）　■定休日／日曜日（月毎に応じて日曜日以外もあります）

六華弁当

  合計5,400円以上より承ります。 引き渡し時間：11時30分以降（ご予約時にご相談ください）

（りっかべんとう）

二段六マス ※雪室熟成安塚産
　棚田米コシヒカリ使用

◉予約制／【受付時間】電話でのご注文/前日の15:00迄
  合計5,400円以上より承ります。 引き渡し時間：11時30分以降（ご予約時にご相談ください）

※雪室熟成安塚産
　棚田米コシヒカリ使用

◉予約制／【受付時間】電話でのご注文/前日の15:00迄3,240円

■住所／上越市仲町3-7-11

鮭といくらの親子丼

TEL.025-512-6094  FAX.025-512-6094

厚みのある鮭とプリプリいくらの絶品丼です！

居酒屋 居酒家  彦左ェ門

■営業時間／11:00～14:00、17:00～24:00
■定休日／月曜日

お問い合わせは

TAKE
OUT

880円
■住所／上越市仲町4-4-1  TAKADA556ビル 2F

厳選おつまみ

TEL.025-523-9500  FAX.025-524-5919

おうち飲みにちょうどいい、船栄の美味しさが詰まった贅沢なおつまみです。

2,160円

居酒屋 海鮮ろばた 船栄高田店

デリバリー （配達）は5400円（税込）以上／2日前の18時迄の予約。その他お電話にてご相談ください。

■E-mail  takada0255239500@funaei.co.jp
■営業時間／17:00-24:00 ■定休日／12/31のみ

■住所／上越市本町3-2-29
TEL.025-520-8841  FAX.025-520-8843

料理屋の味をご家庭や会社でお楽しみください。ご予算に合わせて承ります。

料理
割烹 藤作別館

TAKE
OUT

DELIVERY

■営業時間／11：00～21：30　■定休日／火曜日

５個以上、または１万円以上から配達致します。（応相談）

各種お弁当・オードブル・
さしみ盛り 1,620円～

■住所／上越市本町4-2-23
TEL.025-521-0021  FAX.025-521-0020

料理屋の味をご家庭や会社でお楽しみください。ご予算に合わせて承ります。

料理
割烹 和ダイニング藤作

TAKE
OUT

DELIVERY

■営業時間／11：00～21：30　■定休日／月曜日

５個以上、または１万円以上から配達致します。（応相談）

各種お弁当・オードブル・
さしみ盛り 1,620円～

■住所／上越市南本町2-8-51

詳細はＨＰにてご確認ください

■営業時間／全日11：00～14：00／17：00～22：00 ■定休日／なし

TEL.025-524-6136  FAX.025-524-3016

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

DELIVERY

寿司 富寿し  南本町店

■住所／上越市仲町4-7-26

詳細はＨＰにてご確認ください

■営業時間／全日11：00～22：00　■定休日／なし

TEL.025-524-5181  FAX.025-524-3491

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

DELIVERY

寿司 富寿し  高田駅前店

■住所／上越市新光町1-7-7

詳細はＨＰにてご確認ください

■営業時間／全日11：00～14：30／17：00～22：00  ■定休日／なし

TEL.025-525-8215  FAX.025-525-4438

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

DELIVERY

寿司 富寿し  春日亭

■住所／上越市中央1-10-16

詳細はＨＰにてご確認ください

TEL.025-543-3795  FAX.025-543-0450

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

DELIVERY

寿司 富寿し  直江津店

■営業時間／平日11：00～14：30／17：00～22：00  土日祝11：00～22：00  
■定 休 日／なし

詳細はＨＰにてご確認ください

■営業時間／全日10：00～（エルマールの営業時間に準じる）
■定 休 日／なし

TEL.025-544-6064  FAX.025-544-6064

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

寿司 富寿し  エルマール店

■住所／上越市西本町3-8-8 直江津ショッピングセンターエルマール1F

TAKE
OUT

詳細はＨＰにてご確認ください

■営業時間／全日10：00～（イオンの営業時間に準じる）
■定 休 日／なし

TEL.025-521-2535  FAX.025-521-2535

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

寿司 富寿し  イオン上越店（アコーレ店）

■住所／上越市大字富岡3458 イオン上越店 1F

TAKE
OUT

詳細はＨＰにてご確認ください

TEL.025-521-7211  FAX.025-521-7171

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

寿司 廻鮮富寿し極みや  上越中央店

■住所／上越市新光町1-7

■営業時間／平日11：00～14：30／17：00～22：00  土日祝11：00～15：00／17：00～22：00
■定 休 日／なし

詳細はＨＰにてご確認ください

TEL.025-531-3737  FAX.025-531-3636

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

寿司 廻鮮富寿し　上越みなと店

■住所／上越市下源入277-1

■営業時間／平日11：00～14：30／17：00～22：00 土日祝　11：00～15：00／17：00～22：00
■定 休 日／なし

TAKE
OUT

詳細はＨＰにてご確認ください

TEL.025-521-2277  FAX.025-521-2278

各店ＨＰに掲載されているお持帰り商品をご確認下さい。

デリバリー はHP内、お届け寿しページをご覧ください

TAKE
OUT

洋食
ダイニング

シーフードダイニング ＴＯＭＭＹ ＳＡＹ

■住所／上越市仲町4-7-24

■営業時間／月～土11：00～14：00／17：00～22：00
■定 休 日／日曜日

■住所／上越市本町5-3-31

■E-mail  hatsune@seagreen.ocn.ne.jp
■営業時間／ランチ11：00～14：00、デイナー17：00～21：00（20：30LO） ■定休日／水曜日

TEL.025-525-5105

まぐろ・甘えび他、新鮮な魚のバラエティー豊かな海鮮ちらしです。

デリバリーは当日の状況によって可否がございますので事前にご相談ください

TAKE
OUT

DELIVERY

TAKE
OUT

DELIVERY

お食事処 てんぷら割烹 初音

海鮮ちらし 1,080円

■住所／上越市土橋1914-3　上越市市民プラザ １Ｆ
TEL・FAX.025-526-2591

カフェ カフェ＆ダイニング リラックス

■E-mail  yuzawa.jrc@gmail.com
■営業時間／11:00～22:00　■定休日／水曜日

TAKE
OUT DELIVERY

デリバリーは10個以上
■住所／上越市北方1223  岩の原葡萄園内
TEL・FAX.025-520-9002

ワインのアテにどうぞ（写真はイメージです）。

1,200円

レストラン ワイナリーレストラン 金石の音

デリバリーは10個以上／市民プラザ内リラックスでも引取可能

■E-mail  yuzawa.jrc@gmail.com
■営業時間／11：00～22：00 ■定休日／水曜日

おひとり様
オードブル

TAKE
OUT

DELIVERY
直火焼き
ステーキ重

サラダ、フルーツ、デザート付
きの２段重。お肉とご飯の段
はレンチンＯＫ！

1,620円～
2,700円

■住所／上越市西本町1-14-2

海鮮丼（上）

TEL.025-545-2728  FAX.025-545-5112

とれたてのお魚と新潟県産コシヒカリ。鮮度と味にこだわった逸品を御賞味下さい。

お食事処 海の幸 味どころ 軍ちゃん 直江津店

お問い合わせは

1,760円

TAKE
OUT

DELIVERY海鮮丼（上）海鮮丼（上）

■営業時間／11：00～14：00（ランチタイム）、17：00～22：30（ディナー） 
■不定休

■住所／上越市本町4-1-8

海鮮丼（上）

TEL.025-526-3950  FAX.025-526-3960

鮮度抜群な地魚がたくさん並んだ人気の海鮮丼になります。

お食事処 海の幸 味どころ 軍ちゃん 高田店

お問い合わせは

1,760円

TAKE
OUT

DELIVERY海鮮丼（上）海鮮丼（上）

■営業時間／11：00～14：00（ランチタイム）、17：00～22：30（ディナー） 
■不定休


