
テイクアウトグルメ提供店リスト

店名／TEL 住所 おすすめメニュー 店舗ジャンル／購入時の注意

1
店名 小舟 室蘭市絵鞆町２丁目８-１３ 焼き鳥弁当・室蘭豚丼 室蘭焼きとり

TEL ０１４３-２７-４５３８ 室蘭焼き鳥 前日までに要予約

2
店名 カレーショップコロンボ築地店 室蘭市築地町８９-１０７ カツカレー・ザンギカレー カレー

TEL ０１４３-２３-００８８ ハンバーグカレー・他

3
店名 旬菜亜イニング福わらい 室蘭市中央町２丁目３-１６ 五目焼きそば・あんかけ焼きそば 中華

TEL ０１４３-２２-７０７０ 五目チャーハン・他 ＴＥＬにて要事前予約

4
店名 串揚鍋物　はたの 室蘭市中央町１丁目２-１４ 串揚げ弁当（各種） 和 串揚げ

TEL ０１４３-２２-２０１９ 要予約、日曜定休

5
店名 居酒屋　萬べい 室蘭市中央町２丁目３-１９ 牛タン丼・ザンタレ弁当 和洋食

TEL ０１４３-２２-９９５０ 鶏半身揚げ弁当・石窯焼きピザ・他 前日までに要予約

6
店名 肉鍋　乃ざ喜 室蘭市中央町２丁目３-２ 豚すきやき弁当 和食

TEL ０１４３-２４-４１２１ ヒレカツ弁当・他 来店３０分前までに要予約

7
店名 ぱ～ら～あるぽると 室蘭市中央町２丁目３-１９ チキンカツ＆しょうが焼き 和洋食

TEL ０１４３-２４-１０７７ ハンバーグ・うな重・他 ＴＥＬにて要事前予約

8
店名 キッチンスワン 室蘭市中央町３丁目２-１２ グラタン・しょうが焼き弁当 洋食

TEL ０１４３-２４-３０２３ カレーライス各種 予約も可

9
店名 回転寿司　ちょいす室蘭中央店 室蘭市中央町２丁目２ まぐろ丼・サーモン丼・海鮮丼 寿し

TEL ０１４３-２２-９１１１ ＴＥＬにて要事前予約

10
店名 やきとり居酒屋　勝長 室蘭市中央町３丁目３-１４ 焼き鳥各種・ザンギ・他 焼き鳥

TEL ０１４３-２４-３５８８ 要予約、日曜定休

11
店名 焼肉ﾚｽﾄﾗﾝ　新羅館室蘭中央店 室蘭市中央町２丁目６-１０ 焼肉弁当各種 焼肉

TEL ０１４３-２３-１１２９ 前日までに要予約

12
店名 やきとり 吉田屋 室蘭市中央町２丁目３-６ 焼き鳥 焼き鳥

TEL ０１４３-２３-２９４８ 前日までに要予約

13
店名 板前料理 い乃路 室蘭市中央町２丁目６-２ 幕ノ内弁当 和食

TEL ０１４３-２２-６７６３ 午前中までに要予約

14
店名 室蘭プリンスホテル 室蘭市中央町1丁目４-９ 特性天丼 和 洋 中

TEL ０１４３-２２-５５５５ 前日までに要予約

15
店名 dining riff (ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ ﾘﾌ） 室蘭市中央町２丁目４－９ ケバブオーバーライス 洋食

TEL ０８０-８２９４-０９８８ ローストポークオーバーライス・他 前日までに要予約

16
店名 中華食堂 一龍 室蘭市中央町３丁目 焼きめし・あんかけ焼きそば 中華

TEL ０９０-１６４０-０２８０ ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ室蘭中央店 1階 中華丼・天津畔・他 来店３０分前までに要予約

17
店名 からだよろこぶおうえんごはん　コノミ 室蘭市増市町１丁目７-２７ 酵素玄米おにぎり・ちらし寿司 和洋食

TEL ０９０－６８７７-８６０９ 週替わりコノミ弁当・他 営業は17時まで、日曜定休

18
店名 やきとり 浜勝 室蘭市母恋北町２丁目９-４ 焼き鳥弁当・焼き鳥・他 焼き鳥

TEL ０１４３-２２-８９０８ すすらん通り ＴＥＬにて要事前予約

19
店名 レストラン 蘭亭 室蘭市輪西町１丁目３６-１ ハンバーグセット 洋食

TEL ０１４３-４４-４６３７ ジンジャーポークセット・他 前日までに要予約

20
店名 蘭たん亭 室蘭市輪西町１丁目３０-８ あんかけ焼きそば・チャーハン ラーメン・焼きそば

TEL ０１４３-４６-１７７０ ソース焼きそば・餃子・他 前日までに要予約

21
店名 らーめん風来　 室蘭市東町２丁目６-５ 白老牛すじ煮込みカレー 和 洋

TEL ０１４３-４４-８３７７ ねぎ塩豚丼・他 前日までに要予約、営業時間11時～15時、17時～19時

22
店名 板前料理 そのべ 室蘭市中島町２丁目２４-１８ 女性向け色々弁当 和食

TEL ０１４３-４６-３０１８ 和食弁当各種

23
店名 室蘭ランプ亭 海の門 室蘭市中島町１丁目１８-１８ 豚丼・ザンギ丼 和食

TEL ０１４３-４３-００２８ ジンギスカン丼 前日までに要予約、日曜定休

24
店名 トラットリア クレド 室蘭市中島町１丁目３８-４ 鹿タリアータ弁当 洋食

TEL ０１４３-８４-１９８８ 前日までに要予約

25
店名 プレイス　かぶきもん 室蘭市中島町１丁目２１-４ 三元豚ロースカツカレー弁当 和洋食

TEL ０１４３-８４-９１１８ フィッシュフライカレー弁当 前日までに要予約

26
店名 西口駅前食堂 室蘭市中島町３丁目２２-５ 牛すじカレーライス 和洋食

TEL ０１４３-８３-４０７０ エスタビル１Ｆ かつ丼・から揚げ弁当・親子丼・他 午前中までに要予約

27
店名 伊酒屋 かっちゃん 室蘭市中島町１丁目１５-３ 鶏しょうが弁当・豚チャップ弁当 洋食

TEL ０１４３-４６-７３７５ 伊達黄金豚ハンバーグ弁当・他 前日までに要予約

28
店名 やきとり一平本店 室蘭市中島町１丁目１７-３ やきとり各種 焼き鳥

TEL ０１４３-４４-４４２０ 前日午前中までに要予約

29
店名 室蘭やきとり　今昔 室蘭市中島町１丁目１５-２ 焼き鳥　豚精肉(タレ・塩・カレー) 焼き鳥

TEL ０１４３-４３-３０６１ 若鳥半身揚げ 前日までに要予約

30
店名 室蘭やきとり 伊勢広 室蘭市中島町１丁目９-１２ 室蘭やきとり丼・室蘭豚丼 焼き鳥・和

TEL ０１４３-４７-０３１７ ザンギ弁当・他 当日午前中までに要予約

31
店名 全国地酒 炭火焼き　ふなや 室蘭市中島町３丁目２５-１２ 室蘭やきとり・グラタン 和食

TEL ０１４３-４３-６６４６ カニシューマイ・ 前日までに要予約、日曜定休

32
店名 焼肉パラダイス 室蘭市中島町１丁目１５-５ 牛カルビ丼・豚カルビ丼 焼肉

TEL ０１４３-５７-４２５０ ちょうちん街右手前奥 焼肉丼各種 前日までに要予約、営業は18時～22時

33
店名 居酒屋 まんまる 室蘭市中島町１丁目３８-１６ カリチキンと焼き鳥タレ盛り合わせ 和食

TEL ０１４３-４７-１５８８ 来店３０分前までに要予約

34
店名 マルメロ 室蘭市中島町１丁目３８-９ ピザ・オードブル類 イタリアン

TEL ０１４３-８４-１１４１ 前日までに要予約、日曜定休

35
店名 から揚げ専門店　鶏ざんまい 室蘭市中島町１丁目２４-２ 自家製特製タレザンギ・塩ザンギ ザンギ

TEL ０１４３-４７-３０２０ グランディールⅢ　１Ｆ 鶏半身から揚げ 来店１時間前までに要予約

36
店名 リストランテ　カリーナ 室蘭市中島町１丁目２４-２ イタリアン弁当各種・ピッツァ イタリアン

TEL ０１４３-４５-０４１１

37
店名 彩食茶房 松の実 室蘭市八丁平４丁目４４-４ 鶏釜飯弁当・ポークカツ弁当 和洋食

TEL ０１４３-８３-６２３３ 天丼・海老フライ弁当・他 事前に要予約

38
店名 舌鼓 政寿司 室蘭市寿町２丁目２４-１７ 海鮮丼・天丼 寿し

TEL ０１４３-４４-２２０５ 当日午前中までに要予約

39
店名 ホルモン鉄板焼てっ炎 室蘭市寿町１丁目２２-１０ てっ炎ルビ弁当・とりチャップ弁当 焼肉

TEL ０１４３-５０-６３８５ 牛ホルモン弁当・肉盛り弁当・他 当日午前中までに要予約、日曜定休

40
店名 ヤマサン渡辺商店 室蘭市日ノ出町２丁目１４ 海鮮丼・スペシャル海鮮丼 和食

TEL ０１４３-４４-１０７８ バラちらし・他 来店１時間前までに要予約、日曜定休

41
店名 ＳＯＣＯＴＲＡ ＣＡＦＥ 室蘭市高砂町５丁目８-１０ スパイスチキンカレー・ガパオライス 洋食

TEL ０９０-５９８３-３４２２ ミックスビーンズタコライス 事前に要予約

42
店名 かねかん竹内 室蘭市本輪西町３丁目３-１５ カレーライス・から揚げ 洋食

TEL ０１４３-５５-６０８７ サンショップ１Ｆ 前日までに要予約、日曜定休


