
チラシ第２弾！【使えるお店が増えました！！！】 

【だてっ子飲食チケットのご利用方法、注意事項】 
・ご利用方法、注意事項はだてっ子飲食チケットの裏面をご確認下さい。 

・メニューやお店情報は一部しか掲載できていないので、テイクアウト 

 利用可能時間や注文〆切時間など、詳細は各飲食店にお問合せ下さい。 

※掲載内容は令和２年５月20日現在の情報です。使えるお店は 

 随時更新されますので、伊達商工会議所のHPをご確認ください→ 

         発行元：伊達商工会議所（0142-23-2222） 

【ちょいす伊達店】(℡22-4111) 
舟岡町198-4／㊡なし／ 
11：00～20：00 

・寿司全品 140円～540円 

・セット寿司1人前 864円 

・セット寿司5人前 8,014円 

・限定「ちょい丼」各種 

・お子様寿司セット 626円 

【やきとり味鳥】 
(℡23-3681) 

東浜町51／㊡日 

17：30～22：30 

・やきとり 各種 

【旬の味 すずひろ】(℡25-1700) 
錦町101 

㊡日（予約の場合は営業） 

・かに飯 1,000円 
※前日までの完全予約制、 

3個以上のご予約で伊達市内

(大滝区を除く)への配達を承り

ます。お届け時間は11：00

～14：00までとなります。 

【中華料理 菜菜】(℡25-2665)旭町9-2 

㊡月／11：30～14：00、 

    17：30～21：00 

 

・若鶏のからあげ  810円 

・えびのチリソース 918円 

・チャーハン    756円 

・カニ玉      810円 

【ファーイースト】(℡23-0921) 
錦町103／㊡火／17：30～20：00 

・揚物各種（容器代込） 

 エビフライ１本 480円 

 鶏からあげ   680円 

・MIXピザ    850円 

・タコス風サンド 680円 

【台湾料理 昇龍】(℡82-7232) 
中稀府町108-4／㊡月 

11：00～22：00 

・羽根つき餃子 320円 

・上海焼きそば 880円 

・チャーハン  600円 
※５月末までは上記の金額で 
 消費税は店が負担します。 

【炭火やきとり とんぼ】(℡82-3200) 

鹿島町54／㊡不定休／17：30～23：00 

・厚焼き玉子  626円 

・やきとり弁当 626円 

・ぽてと    421円 

・とろ～りチーズ 

  ぶっかけ串 270円 

【めしCafé】(℡23-1748) 末永町11-22 

㊡火、第３月曜日／11：00～15：00、17：00～22：00 

・幕の内予約弁当(5個から) 

        1,080円～ 

・チキン南蛮弁当  810円 
 

※その他メニュー有、単品料理(540円～) 

 としても注文できます。 

 

【イルクオーレ】(℡22-9310) 
網代町7-1／㊡不定休 

11:30～14:30、17:00～20:00 
事前予約・余裕をもってご予約下さい。 

・牛タングリルと 

  ガーリックライス 850円 

・黄金すた丼 780円 

・本場仕込み特製ﾐｰﾄｿｰｽ 780円 

【とり天】(℡23-3794) 

山下町97-1／㊡不定休 

15：00～19：30 

・若鳥のからあげ 

      850円 

【バーゴンドラⅡ】(℡23-3121)錦町18-2 

㊡日／11：30～13：30 

   17：00～19：00 

・自家製カレーライス 

       700円 

・ナポリタン 600円 

・焼きそば  500円 

【ＩＬ ＴＥＴＴＯ】(℡88-9034) 
旭町23-2／㊡月、不定休 

11:30～14:00、17:00～19:00 

・マルゲリータ 1,512円 

・サラーメ(サラミ・玉葱)  

        1,674円 

※全て箱代込 

【レストランこだま】(℡090-7512-4990) 
萩原町107-4／㊡不定休 10：00～18：00 

・１０時までのご注文（ご予約）→１２時以降のお渡し 

・１５時までのご注文（ご予約）→１７時以降のお渡し 

・だてっ子トンバーガー 

・だてっ子チーズバーガー 

・だてっ子ﾀﾙﾀﾙﾁｷﾝﾊﾞｰｶﾞｰ 

（一口ポテト付き）各500円 

【喫茶 パル】 

（℡25-5144） 

山下町161／㊡日 

10：30～23：00 

・あげいもさん 500円 

【ハンサム食堂（道の駅店・アークス店）】 

(℡22-7655)  

松ヶ枝町34-1・梅本町37 

㊡不定休／10：00～18：00 

・ハンサム焼き  80円 

・ぶう玉   550円 

・たい焼き  130円 

【旬菜一鮮 だて大和屋】(℡82-3601) 
網代町21-1／㊡水／11:00～14:00、16:30～23:00 

 

・握り寿司１貫 75円～ 

・串焼き1人前(2本) 216円～ 

・揚物  378円～ 

・ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ(11品)3人前 3,240円 

・お子様限定握り５貫盛 540円 
 ※写真はお子様限定握り5貫盛です 

【伊達 和さび】(℡25-0101) 
松ヶ枝町30-1／㊡なし 11：30～20：30 
・セット寿司 

 1,512～13,284円（税込） 

・寿司単品全品 

 151～1,598円（税込） 

・揚げ物単品 

 151～626円（税込） 

・お弁当各種 1,000円（税込） 

【緑の風リゾート きたゆざわ】 
(℡0570-026574)大滝区北湯沢温泉町300-2㊡なし 

(予約受付時間)10：00～18：00 

 

・ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ緑の風ｾｯﾄ   5,478円 

・ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙきたゆざわｾｯﾄ 4,378円 

・道産ﾎﾟｰｸﾉしゃぶしゃぶ 4,950円 

        （全て4人前) 

【すし 文七】(℡23-1775)網代町3-4 

㊡不定休／12：00～13：30、17：00～22：00 

・サーモン握り  1,000円 
 (8貫玉子焼付き) 

・満腹ばらちらし 1,500円 
 (いろいろ入って大盛)  

・大好きセット  1,000円 
 (マグロ等7貫) 

【若○】(℡82-3822)長和町465／㊡月 

11：30～13：30/17：30～19：

00     

・お弁当      1,100円～ 

・クリスピーカラアゲ＆ポテト 

・クリスピーゴボウ唐揚 

 ＆クリスピーポテトフライ 

・チキン南蛮    各600円 



 

【やきとりの一平 伊達店】 
(℡25-1139)  網代町95   

㊡月／17：00～22：00(祝日～21：00) 

・やきとり1本 140～150円 

・ザンギ     500円 

・フライドポテト 380円 

・イカ焼き    800円 

【坂元農園】(℡090-8279-8766) 
西関内町152-7／㊡月～金 

10：00～12：00 

13：30～15：00 

・伊達野菜クレープ 

・生ｸﾘｰﾑﾊﾞﾅﾅﾁｮｺ 

 (500円用にﾄｯﾋﾟﾝｸﾞ可)        

       各500円 

【そば順】(℡23-2263) 
旭町23／㊡なし 

11：00～19：00 

・天丼各種    1,100円 

・天ザルそば各種 1,375円 

・ザルそば     825円 

・うな重丼    1,650円 

【居酒屋 北の家族】(℡23-4011) 
錦町100-104／㊡火 

17：30～22：00 

・豚串１本 140円 

・鳥串１本 140円 

・エビチリ 500円 

・ザンギ  480円 

【オーラエレガンテ】 
(℡22-6336) 弄月町15-5 

㊡水、第2火／12：00～16：30 

・ソフト、ジェラート 各300円 

      (上記２つで500円) 

・ミニパフェ(３種)   550円 

・カレー   800円～850円 

【レストラン悠】(℡25-5334) 弄月町70-1 

㊡月・火11：30～14：00 

    17：00～20：00 
 

・ハンバーグ  1,080円 

・エビフライ  1,080円 

・とんかつ   1,080円 

・かつ丼    1,026円 

・お子様ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ  770円 
 ※写真はﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ(1,080円)です 

【まるしん小林】(℡23-2358) 
錦町100-105／㊡日 

17：30～21：00 

・伊達鶏塩唐揚 735円 

・ブタ串(3本)  410円 

・トリ串(3本)  410円 

・たこ柔らか揚 540円 

【こうひい屋ぶどうの木】(℡23-5222) 
鹿島町7-19／㊡日 

10：00～18：00 
・パウンドケーキ 
・ガトーショコラ 
・バスクチーズケーキ 
      各500円 
(期間限定の特別価格！) 

【じぇんとる麺 伊達店】(℡25-2222) 
大町20-30／㊡木／11：00～

15：00、17：00～19：00 

・みそらーめん  730円 

・しおらーめん  710円 

・醤油らーめん  710円 

・カレーらーめん 800円 

 (容器代別 1つ100円) 

【突撃ラーメン】(℡25-5492) 
鹿島町57-2／㊡火／11：00～

15：00、17：00～20：00 

・味噌ラーメン  800円 

・塩ラーメン   780円 

・カレーラーメン 780円 

・こどもラーメン(醤油のみ) 

          600円 

【食事処 和楽来】(℡68-8017) 
大滝区本町82-5／㊡月／11：00～

14：00、17：00～20：00 

・豚かつ弁当   780円 

・鶏網焼弁当   750円 

・ザンギ弁当   750円 

・海老天弁当   820円 

・カキフライ弁当 750円 

【すし処 和容】(℡25-6233) 
網代町39-14／㊡火／11：30

～14：00、17：00～23：00 

・並折   950円 

・上折  1,382円 

・特上折 2,073円 

・キッズセット 1,000円 

 

【そば処 なかよし】 
(℡24-1765) 
北黄金町65-44／㊡火、水 

11：00～15：00 

 

・もりそば  800円 

・天ぷら単品 900円 

【温泉民宿たかはし（手打ちそば）】 
(℡68-6665) 
大滝区北湯沢温泉町39 

㊡不定休／11：00～14：00 

・天丼  750円 

・カツ丼 750円 

・親子丼 650円 

【すなっく和音】 
(℡25-6555) 
錦町100-129／㊡月 

11：00～18：00 

・タピオカーナ ・クレープ 

・かき氷パフェ 

・アイスクレープ 各500円 

【ちく林】(℡23-8281) 
舟岡町187／㊡火、水、木／ 

11：00～14：00(土日～15：00) 
・もりそば 650円・ざるそば ７００円 

 ・冷やしとろろ １,０００円 

・鴨せいろ １,３５０円 

・かき揚げ天もり ９５０円 

・Aセット（もりそば+鶏飯+ポテトサラダ）８８０円 

・Bセット（もりそば+牛丼+ポテトサラダ）９３０円 

・えび天丼 1,400円 ・かき揚げ天丼 950円・えび天ざる 1,550円 

【京料理 ひろや】(℡23-3160) 
旭町10／㊡不定休 

11：30～18：00 

・松花堂弁当 1,350円 

・角煮弁当  1,350円 

・エビ天丼  1,470円 

・あげに弁当  700円 

・キッズ弁当  700円 

【生そば 案山子】(℡22-0030) 
舟岡町357-10／㊡水 

11：00～14：30  

(前日予約要 11：00～17：00) 

 

・カツ丼 1,100円 

・天丼 1,050円 

【にほん料理 徳いち】(℡23-8800) 
梅 本 町 39-30 ／㊡月 ／ 11 ： 30 ～

14：30、17：30～21：30 

・天丼弁当 ・サバ味噌弁当 

・生姜焼弁当 ・かつ丼弁当 

・トンカツ弁当 各880円  

・ハンバーグ弁当ポテト付 

        1,000円 

【ホテル ローヤル】(℡23-4888) 
末永町33-3／㊡なし 

1１：00～19：00 

・ファミリーオードブル 

   (3人盛) 5,184円 

・お子様用オードブル 

   (3人盛) 4,104円 

・スマイルBOX 810円 

【洋飯屋 LAYLA】(℡22-6111) 
網代町93シュガービル1階／㊡日／11：00～要相談 

 

・基本的に相談してください。 

・パスタソース可 

（持ち帰り、簡単に調理を 

 していただけるもの） 

【カフェダイニング シーズン】 
(℡090-2698-3807) 
館山町47-17／㊡不定休／9：00～18：00 

・牛タン弁当 1,200円 

・オムライス 800円 

・しょうが焼弁当 800円 

・お子様ランチ弁当 850円 
 ※写真はお子様ランチ弁当です 

【炭火居酒屋 我楽】(LINEアカウントでの注文) 

網代町22-6／㊡日、祝 

18：00～22：00 

・塩カラアゲ  480円 

・アゲナットウ 350円 

・伊達野菜のチーズ焼き 500円 

・まきちゃんのギョウザ 450円 

【ステーションHOTEL SANGA】 
(℡25-5151) 
山下町164-3／㊡日 

11：00～14：00 

・トリカツ丼 ・玉子丼 

・カラアゲ弁当  

・親子丼 ・日替弁当 

       各500円 


