
富士宮でテイクアウト可能な店舗一覧です。
馴染みのあの店も、気になっていたあの店も！ぜひご活用ください。

朝霧高原
あおぞらピッツァ

月～木曜日休

富士宮市猪之頭500-7

11:00～17:00
080-9528-5726

（出店場所により営業時間が異なります）

あるばとろす

月曜日、第4日曜日休

富士宮市淀師523-4

11:00～14:00
17:00～20:00

0544-27-6005

飯田商店

月曜日（隔週）、木曜日休

富士宮市黒田293-1-2

16:00～19:30
0544-26-4060

居酒屋 たぬき

なし休

富士宮市阿幸地182

11:00～20:00
0544-22-4646

イトウミート

日曜日休

富士宮市長貫1172-10

9:00～18:00
0544-65-1393

芋工房 かくたに

不定休休

富士宮市根原449-19

10:00～16:00
0544-52-0102

岩市 南支店

木曜日休

富士宮市黒田298-11

11:00～20:00
0544-26-2071

ウエストギャザー

水曜日休

富士宮市西町25-4

テイクアウト
12:00～22:30

090-1476-1838

王様のカレー 宮原店

不定休休

富士宮市宮原385-16

11:00～15:00
16:30～21:00

0544-22-5760

おかず処 みつば

水曜日・日曜日休

富士宮市淀川町4-29

11:00～14:00
16:30～21:00

0544-55-3859

水曜日、第1.3木曜日のランチ休

富士宮市宝町11-24

11:30～14:00
17:30～20:30

0544-27-5305

お好み焼天国
みっちゃん家

御食事処 和 つなぎ

月曜日・火曜日休

富士宮市錦町7-2

11:30～14:00
17:00～21:00

0544-27-7832
富士宮市小泉30-1

11:00～14:00
16:00～21:00

0544-23-0252

日曜日・祝日休

お肉屋さんの肉食堂＆肉居酒屋
たけい

月曜日休

富士宮市猫沢239-９

10:00～16:00
0544-67-0123

カフェ＆ショップ
ロータスランド

月曜日、土日祝（夏季期間中は
お問い合わせ下さい）

休

富士宮市城北町586

火）11:30～14:30
水・木）11:30～14:30/15:00～21:00
金）17:00～21:00*前日までに要予約

080-2673-1468

cafe and music
HOUKI Living

火曜日休

富士宮市豊町12-3

10:00～16:00
第2.3水曜 10:30～18:00

0544-68-2351

cafe  のっ野 カレドニアンガーデン

月曜日休

富士宮市野中648-2

11:00～14:00
16:00～18:00

0544-26-8038

華麗屋

火曜日休

富士宮市宮原444-10

9:00～19:00
0544-23-8785

喫茶ヴィーナス

月曜日休

富士宮市ひばりが丘287

店内営業）9:00～22:00
テイクアウト受付）9:00～20:00
受渡し）11:00～21:00

0544-27-1144

香満園

なし休

富士宮市神田川町28-9

11:00～14:00
17:00～22:00

0544-23-3823

喰い物屋KOTETSU

水曜日休

富士宮市万野原新田3742-4

11:30～14:00
17:00～21:00

0544-25-0147

さんきゅーダイニング

月曜日休

富士宮市東町16ｰ20

テイクアウト受付）10:00～20:00
受渡し）11:00～22:00

0544-55-3952

サーティーワンアイスクリーム
富士宮店

不定休休

富士宮市北町7-16

10:30～19:00
0544-26-3166

重山

毎週月曜日、第3火曜日休

富士宮市阿幸地町132

11:30～14:00
17:00～21:00

0544-24-9150

老舗焼肉めいげつえん

店：火曜日（祝日は営業）
テイクアウト：月・水・木（祝日は休み）

休

富士宮市阿幸地町35

12:00～14:00
（3日前完全予約制、お電話のみ）

0120-05-8929

志ほ川 バイパス店

水曜日休

富士宮市城北町667

テイクアウト受付
11:00～20:00

0544-24-0100

食事・喫茶 恋する時間

木曜日休

富士宮市野中799-14

11:00～19:00
0544-23-4601

食事処阿部

月曜日、第3日曜日休

富士宮市田中町355

テイクアウト受渡し
11:30～13:00/17:00～19:00

0544-27-8587

食事処 山吹

不定休休

富士宮市山宮1018-22

11:30～14:30
17:30～19:00

0544-55-1692

食酒処 わびすけ

月曜日休

富士宮市野中町806

テイクアウト受付
昼～13:30/夜～19:30

0544-23-8578

白糸滝養魚場

不定休休

富士宮市市原1024

9:00～17:00
（2日前までに電話連絡）

090-4238-5482

鮨・和食 たつ木

月曜日休

富士宮市万野原新田3022-3

商品受け取り可能時間
18:00まで

090-7037-7397

すし萬 あたらし

火曜日休

富士宮市大中里1008-10

11:30～13:30
17:00～22:30

0544-66-8403

炭火焼 宝来家

火曜日、第3水曜日休

富士宮市東町22-15

11:00～20:00
0544-24-1156

セロリ畑

水曜日休

富士宮市淀師466

11:30～14:00
17:00～20:00

0544-68-2934

地元の飲食店をテイクアウトで美味しく応援！

ご 利 用 可 能 店 舗 一 覧

居酒屋 金太郎
富士宮市小泉1931-1

テイクアウト
（土・日・祝） 17:00～

0544-22-6613

不定休休

うおやのげんさん
富士宮市東阿幸地835

17:00～00:00
テイクアウト 17:00～

0544-25-2500

なし休

F’s Marche

火曜日休

富士宮市小泉90-1

11:00～14:30
17:30～

0544-66-8909

味の食彩 天道

木曜日、第3または第4水曜日休

富士宮市外神237-11

平日）11:00～14:30（LO）
　　  17:00～20:00（LO）
土日祝）11:00～15:00（LO）
　　　 17:00～21:00（LO）

0544-58-3813

カフェ&ダイニングバー
Sun Flower

水曜日、第1・3木曜日休

富士宮市大宮町12-1

11:00～20:00
金・土）11:00～21:00

0544-66-6700

テイクアウト
webサイトでも
ご覧いただけます

あなたのお家がレストランに！
webサイト
で食べたい
お店を検索！

注文したら
希望日時に
お受取り！

お店ごとに注文方法が
異なります。

デリバリー可能な
お店もございます！

«STEP.1» «STEP.２»
食べたいお店をらくらく検索

TAKE
OUT

か
ん
た
ん

楽
々
！

エリア検索可能付き!
便利な

WEBでの
ご注文方法はこちら

ホームページには随時新しいお店が追加掲載されています。またチェックしてみて下さい！



肉匠 さの萬

水曜日・木曜日休

富士宮市宮町14-19

10:00～18:30
0544-26-3352

光家寿し本店

不定休休

富士宮市大宮町15-14

11:00～20:00
0544-26-3239

鉄板焼お好み焼き すぎやま

月曜日休

富士宮市東町23-1

11:00～20:00
電話受付）11:00～19:00

0544-24-8072

鉄板焼き たから

水曜日・木曜日休

富士宮市淀川町15-5

11:00～14:00
0544-27-1620

鉄板焼 ちゃん 
富士宮駅前店・バイパス店

富士宮駅前店）水曜日
バイパス店）不定休

休

富士宮市中央町9-3（駅前店）
富士宮市中原町6（バイパス店）

11:00～14:30/17:00～22:00

0544-22-3835（駅前店）
0544-22-0111（バイパス店）

DOI FARM

火曜日休

富士宮市下条777-1

10:30～17:00
0544-58-7078

とんかつ いとう

月曜日、第3火曜日休

富士宮市小泉622-18

11:00～14:00
16:30～20:00

0544-23-4593

なごみ農園

火曜日、金曜日、日曜日休

富士宮市青木418-5

9:00～17:00
http://nagominouen.o.oo7.jp/

0544-22-4801

なないろ弁当いろは

①日曜日・祝日②月曜日・火曜日休

富士宮市万野原新田3730-5

①なないろ弁当）8:00～13:00
②壺焼き芋）10:00～18:00

0544-68-9548

虹屋ミミ

火曜日休

富士宮市中央町3-9

11:00～19:00
0544-24-0791

のんcafe

月曜日・火曜日休

富士宮市朝日町8-25

11:00～16:00
090-6591-0507

八平

月曜日休

富士宮市大宮町15-1

11:00～14:00
17:00～21:00

0544-26-4838

ハニーマスタード

木曜日休

富士宮市元城町5-12

11:00～19:00
（変更の可能性あり）

0544-66-6382

BigBoy 富士宮店

なし休

富士宮市小泉1785-4

11:00～21:30
0544-28-6630

Farm House コウ

不定休休

富士宮市山宮445-1

11:00～14:00
080-8255-1961

富嶽温泉 花の湯 
陽だまりキッチン

なし休

富士宮市ひばりが丘805

11:00～22:00（LO21:30）
0544-28-1126

FUJINOMIYA BASE

なし休

富士宮市小泉1190-2

平日）9:00～18:00
日祝）10:00～17:00

0544-22-6677

FUJIBOKU

水曜日、第3火曜日休

富士宮市宮町4-22

電話受付）9:30～19:00
受渡し）11:00～19:00

0544-57-9115

富士巻食堂

月曜日休

富士宮市淀師1117-7

17:00～21:00
0544-24-0823

ふもとも農園

不定休休

富士宮市精進川1359-1

不定
https://www.tabechoku.com/
producers/21555

0544-21-3077

宝珍菜館

火曜日・木曜日休

富士宮市中原町160

10:30～14:00（LO13:00）
ディナー完全予約制
17:00～20:00（受付14:00まで）

0544-24-0245

堀うち

月曜日休

富士宮市城北町365-2

受付）9:00～19:30
受渡し）11:00～13:30
　　　 16:30～20:00

0544-23-4885

Mt.Fuji Brewing
（マウントフジブリューイング）

なし休

富士宮市大宮町4-5

11:00～14:00
17:00～21:00（LO20:30）

0544-66-5223

ままん

水曜日休

富士宮市大宮町5-17

11:00～15:00
17:00～20:00

0544-27-1515

Mioritomo

月曜日
（月曜日祝日の場合、翌日火曜日）
休

富士宮市野中1136-7

11:00～21:00
0544-27-9041

みどり亭

月曜日・火曜日休

富士宮市北町54

17:00～23:00
0544-26-3820

村田屋

木曜日、第2水曜日休

富士宮市西町10-13

11:00～14:00
16:30～20:00

0544-26-4028

焼きそば はっちゃん

火曜日休

富士宮市北町20-1

11:00～18:00
0544-27-2575

焼肉飯店 京昌園

なし休

富士宮市ひばりヶ丘147

受渡し）11:00～21:00
受付は当日20:00まで

0120-08-2989

八潮すし

木曜日休

富士宮市大岩507-10

10:00～19:00
0544-23-9215

やまだ食堂

月曜日休

富士宮市宝町1ｰ2

電話受付）10:00～
営業）11:00～
中休み）14:00～17：00

0544-26-4208

レストラン デジャヴ

月曜日、第2第３火曜日休

富士宮市小泉1117ｰ9

11:00～20:00
0544-24-1114

レストランSTEAK DADA
イオン富士宮店

なし休

富士宮市浅間町1-8 
イオンモール富士宮内

受付）9:30～19:00
受渡し）11:00～20:00

0544-26-6446

れっどぱーる

月曜日・火曜日休

富士宮市青木133

10:00～17:00
0544-24-4071

ろばた樹苑

火曜日休

富士宮市中央町14-9

電話予約）14:00～
お渡し）16:00～21:00
店舗営業）17:00～

0544-22-7522

和食処 酔月

月曜日休

富士宮市宮原24-6

昼 11:00 start
夜 17:00 start

0544-27-0588

蕎麦割烹 志ほ川 本店

水曜日休

富士宮市西町5-5

11:00～15:00
17:00～21:00

0544-27-3363

Dining Room7-7
ダイニングルームななのなな

不定休休

富士宮市神田川町7-7

9:00～20:00
0544-21-9246

駄菓子屋 京ちゃん

月曜日休

富士宮市城北町234

11:00～18:00
090-4867-9523

チキンハウス 青木養鶏場

火曜日休

富士宮市宮原541-5

9:30～17:30
0544-58-3298

中国料理 白珍（パクチン）

月曜日・金曜日休

富士宮市小泉333

受付）9:00～19:00
お渡し）11:00～19:30

0544-66-6229

＊このチラシはホームページサイト「TAKE OUT ふじのみや」を再編集したものです＊営業時間・定休日・内容等は、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置等の発令により、変更になる場合があります
＊詳細については各店舗にお問い合わせください＊掲載により発生したいかなる損害に対しても、市は一切の責任を負いません＊関係法令については、各事業者の責任に遵守されているものとして掲載されています

発行：富士宮市役所 産業振興部農業政策課 食のまち推進室　  0544-22-1691 ＊商品に関する問い合わせは購入者と事業者が直接連絡を取ってください

ToriTon あき

29日以外の3と9のつく日
＊土曜日は営業

休

富士宮市西町25-2

18:00～23:00
090-9192-1962

鉄板焼 ごえもん

火曜日休

富士宮市淀師1312-1

11:00～14:00
17:00～20:00（LO19:30）

0544-66-8700

鉄板食堂 来るり

月曜日・火曜日休

富士宮市大中里1444-18

平日）
11:00～14:00/17:00～20:00
土日）11:00～20:00

0544-27-9712

和食

丼・定食・弁当

洋食 中華・エスニック 寿司 焼肉・ステーキ パン 鉄板・粉物 海鮮

カレー 居酒屋 カフェ 惣菜・精肉 お菓子・スイーツ 野菜・くだもの その他

ファストフード

no image

インスタグラムに
#テイクアウト富士宮を付けて
おいしい情報を投稿しよう！


