
テイクアウト(お持ち帰り)やってます 
応援プロジェクト in東区

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、外出自粛などの行動が求められてい
る影響で、飲食店の集客が厳しい状況となっています。 
 東区歴史浪漫プロジェクトでは、地域の活性化に取り組んでおり、その一環として、
テイクアウト（お持ち帰り）やデリバリー（宅配）に取り組んでいるお店の情報を 
東区のホームページや SNS等で積極的に発信させていただきます 
 掲載料は無料です。ぜひ、お申し込みください  

 【対   象】 東区内でテイクアウト（お持ち帰り）やデリバリー（宅配）に 

         取り組んでいる飲食店 

 【内   容】 お店の情報を東区役所のホームページや SNS等で発信します 

 【掲 載 料】 無料 

 【掲載申込】 別紙（裏面）申込書により、FAX, 

         メール等を下記お申し込み先まで 

         お送りください 

 【お申し込み・お問い合わせ先】 

  東区歴史浪漫プロジェクト実行委員会事務局（新潟市東区役所地域課内） 

     担当  産業文化振興室 高橋 

     TEL  025-250-2110 

     FAX  025-271-8131 

     EMAIL  chiiki.e@city.niigata.lg.jp 



テイクアウト（お持ち帰り）やってます！応援プロジェクト in東区 申込書 

店舗名称 

フリガナ  

担当者氏名 

フリガナ  

所在地 
新潟市東区 

電話番号 

FAX番号 

メールアドレス 

営業時間 

定休日 

ＨＰアドレス（ＵＲL） 

テイクアウト対応 可   ・   不可 

デリバリー対応 可   ・   不可 

掲載希望商品 

おすすめメニュー① 金額（税込み） 

 円 

おすすめメニュー② 金額（税込み） 

 円 

おすすめメニュー③ 金額（税込み） 

 円 

記入日       月     日時点 

※掲載店舗のＵＲL にはリンクを張らせていただきます。 

※記載内容は、必要に応じて、事務局で編集させていただく場合があります。 

※サービス内容等、掲載事項に変更が生じた場合及び掲載を取りやめる場合は、 

  下記あてに速やかにご連絡くださいますよう、ご協力をお願いいたします。 

【申し込み先】 東区歴史浪漫プロジェクト実行委員会事務局（新潟市東区役所地域課内） 

          〒９50-870９新潟市東区下木戸1丁目４番 1号 

          TEL 025-250-2110  FAX 025-271-8131  Eｍail chiiki.e@city.niigata.lg.jp 



※掲載情報は変更等になる場合があります。詳細につきましては各店舗にご確認ください。

店名 テイクアウト

持ち帰り
デリバリー

宅配
おすすめメニュー
（税込み価格）

営業時間
（LO：ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）

定休日 電話番号 所在地
ホーム
ページ

情報
時点

石焼ステーキ贅
　新潟松崎店

〇
①贅ステーキセット100ｇ　1,000円
②Ｗコンビセット　1,717円
③ハンバーグセット　900円

平日　11:00～16:00（LO 15：00）
　　　17:00～20:00（LO 19:30）
土日祝　11:00～20:00
　　　　（LO 19:30）

1月1日 025-272-2220 新潟市東区松崎1-19-26 https://ishiyaki-
zei.com/

4/26

おさかな亭
　空港通り店

〇

①海鮮丼・鉄火丼・北海丼・天丼
　プラス　Ａセット　とりから３個　　850円
　　　　　Ｂセット　とりから１個
　　　　　　　　　　えびフライ１個　850円
②海鮮丼・鉄火丼・北海丼・天丼　　　700円
③上生にぎり（１人前）　　　1,575円

昼　11:30～15:00
夜　17:00～22:00
　　（5/6まで20:00閉店）

不定休 025-279-5959 新潟市東区太平2-2-4
インスタグラム
https://www.instag
ram.com/osakanat
ei/

4/27

戸隠そば　二葉屋 〇
①かきあげ丼（小えびと玉ねぎ）　300円
②えび天重　500円
③うなぎ蒲焼重　1,000円

11:00～15:00

第1・3月
曜日
※5月2～
6日はお
休み

025-272-1178
新潟市東区下木戸1-4-1
（東区役所庁舎地下1階）

4/27

自家製ハムソーセージ専門店
メッツゲライ　テラ

〇
①プレッツェルドック　390円
②テラサンド（スライスソーセージ）　390円
③カリーヴルスト　590円

10:00～19:00
（テイクアウト（ドック、サンド
等）は10:00～17:00）

日曜日 025-256-8464 新潟市東区中木戸50-4
http://r.goope.j
p/metzgerei-
terra

4/27

麺家　太威 〇

　 〇
（1,500円か
ら。宅配エ
リアあり）

5/2開始（予定）
①麻婆まぜそば　850円
②汁なし四川風麻婆麺　850円
③もち豚焼き餃子　400円

昼　11:00～15:00（LO 14：45）
夜　17:00～21:00（LO 20：45）
（夜営業時間短縮の可能性あり）

木曜日
（祝日の
場合 営
業）

025-272-0077 新潟市東区牡丹山6-11-12 4/27

RA-MEN　OGIKAWA 〇

①切り落としチャーシュー（150g）　275円
②切り落としチャーシュー味玉入り（100g）
　　　　　　　　　　　　　　　　　330円
③おつまみチャーシュー（千切りキャベツの
上にチャーシュー5枚）　　　　　 　495円

5/6まで11:00～20：00の通し営業
5/7から11:30～15：00
　　　 17:00～23:30
　　　土日祝　11：30～23：30

火曜日 025-256-7887 新潟市東区山木戸3丁目10-6 4/27

越後茶屋　松崎店 〇
①海鮮づくしわっぱ　750円
②鮭わっぱ　750円
③海老天丼　650円

昼　11:00～15:00（LO 14:30）
夜　17:00～20:00（LO 19:00）

なし 025-279-4039 新潟市東区新松崎2-2-3 https://kitakata
.co.jp

4/28

ラーメン万人家　中山店 〇

　 〇
（メニュー
①のみ。中
山・山木戸
のみ）

①万人家ラーメン2人前　1,380円
②つけ麺弁当　850円
③ぎょうざ弁当　750円

11:00～21:30（LO 21:30）

デリバリー受付時間
　　　10:00～18:00

なし 025-270-1410 新潟市東区中山6-664-1 4/28

珈琲倶楽部　東区役所店 〇
①倶楽部サンド　530円
②ポークカレー　630円
③アイス珈琲　380円

8:00～17:00（LO 16:30）

なし
※5月2～
6日はお
休み

025-270-3080
新潟市東区下木戸1-4-1
（東区役所庁舎地下1階）

4/30

テイクアウトやってます！応援プロジェクトｉｎ東区　店舗リスト

Ｒ2年６月25日現在



※掲載情報は変更等になる場合があります。詳細につきましては各店舗にご確認ください。

店名 テイクアウト

持ち帰り
デリバリー

宅配
おすすめメニュー
（税込み価格）

営業時間
（LO：ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ）

定休日 電話番号 所在地
ホーム
ページ

情報
時点

テイクアウトやってます！応援プロジェクトｉｎ東区　店舗リスト

Ｒ2年６月25日現在

やきとりの扇屋
　新潟上木戸店

〇
①串焼きセブン　840円
②扇屋の唐揚げ　422円
③バリテバ　141円

日～金　17:00～3:00（LO 2:00）
土・祝前日　17:00～5:00
                   （LO 4:00）
（当面の間、全日15:00～21:00）

なし 025-278-9422 新潟市東区上木戸1-2-7 https://www.via-
hd.co.jp

4/30

和の匠　みやむら 〇
①本日の日替弁当　900円
②本日のお惣菜　300～500円
③松花堂弁当　2,700円

昼　11:00～14:00
夜　17:30～23:00
　（当面の間、20:00閉店）

テイクアウト引き取り可能時間
　　11:00～14:00　16:00～20:00

木曜日
第2・4・
5水曜日

025-250-8055 新潟市東区物見山1-14-25
https://instagra
m.com/miyamura.2
003

4/30

プチレストラン　Ｎomakichi 〇
①ロースカツカレー　835円
②エビドリア　789円
③オムライス（デミグラスソース）　789円

昼　11:30～14:30
夜　17:30～20:00

水曜日 025-271-9225 新潟市東区河渡本町22-16-3 4/30

古稀櫻 〇
①炒飯　500円
②まかないカレー　600円
③餃子ライス（餃子３個）　500円

昼　11:00～15:00
夜　18:00～20:00

火・水曜
日

025-270-4060 新潟市東区河渡2-3-30 5/1

Sunny Spot 〇

①日替サニスポ弁当　734円
②ピッツァ　マルゲリータ　950円
③ピッツァ　4種のチーズ　1,166円
　※毎週月曜日は全てのピッツァ1枚　839円
　※ピッツァ１枚につき容器代100円

11:00～22:30 水曜日 025-383-6686 新潟市東区新松崎1-10-22 https://sunnyspo
t.owst.jp

5/7

焼肉　貴闘炎　新潟店 〇
①黒毛和牛のカルビ弁当　1,210円
②黒毛和牛の肉飯弁当　1,060円
③牛タンカレー弁当　1,060円

月～木　11:30～23:00
金～日　11:30～24:00

なし 025-290-7730 新潟市東区山木戸6-19-5 5/15

だし巻きたまご　花いち 〇
①だし巻きたまご　550円
②ネギ入だし巻きたまご　600円

月～金　16:00～ なくなり次第終了
土　12:00～ なくなり次第終了

日曜日 025-277-3276 新潟市東区下場55-1
https://m.facebo
ok.com/dashimaki
.hanaichi/

5/21

チャーハン亭　佐咲 〇
①五目あんかけ炒飯　830円
②海老炒飯　870円
③牛すじ飯　温玉のせ　780円

11:00～15:00
15:00までにお電話を頂ければ、
18:00まで受け取り可

月曜日 025-288-6117 新潟市東区東中島2-5-13 5/23


