
市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

https://tabelog.com/saitama/A

1104/A110403/11034232/

テイクアウト ○ 出前 ×

営業時間
昼：11：30～14：30

夜：17：30～22：30
休業日

店名 うどん　大地 電話番号

休業日 月曜日

店名

住所 行田市忍2-18-37 HP

写真

備考

テイクアウト 〇 出前 ×

営業時間 11：00～18：00 無休

048-577-4384お休み処かねつき堂 電話番号 048-556-7811

住所 行田市本丸13-13 HP
gyoda.html.xdomain.jp/

kanetsukido

行田名物のふらいとゼリーフライのお店。

ふらいで焼きそばを包んだ「ふらい焼きそば」や幅広い年代の方に

喜ばれる「ゼリーフライ」が特に人気です。

備考

ランチとテイクアウトでご利用いただけるお得な回数

券もご用意しています。

../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/gyoda.html.xdomain.jp/kanetsukido
../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/gyoda.html.xdomain.jp/kanetsukido
https://tabelog.com/saitama/A1104/A110403/11034232/
https://tabelog.com/saitama/A1104/A110403/11034232/
https://tabelog.com/saitama/A1104/A110403/11034232/
https://tabelog.com/saitama/A1104/A110403/11034232/
../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/gyoda.html.xdomain.jp/kanetsukido
../AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/3/Attachments/gyoda.html.xdomain.jp/kanetsukido


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

住所 行田市持田231-2 HP

営業時間

テイクアウト 〇 出前 ×

店名 Ｚｅｎ　膳 電話番号 048-553-5370

自家製メンチと唐揚げ弁当　972円

割主烹従　魚けん 電話番号 048-557-2234

住所 行田市南河原619 HP
https://www.uo-

ken.com

写真

備考

営業時間
昼　11：30～14：00

夜　17：00～22：00

写真

店名

テイクアウト 〇要事前連絡（お弁当） 出前 ×

休業日 水曜日・第２火曜日
昼　11：30～14：30

夜　17：30～22：00
休業日 日曜日

https://www.uo-ken.com/
https://www.uo-ken.com/
https://www.uo-ken.com/
https://www.uo-ken.com/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

テイクアウト 〇 出前 △要相談

営業時間 休業日

火曜日

（祝日の場合は営

業）

写真

住所 行田市城西4-6-21 HP

写真

店名 満る岡 電話番号 048-554-2263

備考

土日　11：00～20：00

平日　11：00～15：00

カテゴリー：うどん・そば

メニューについては店舗へ直接お問い合わせ下さい

営業時間

店名 多け屋 電話番号 048-556-2739

住所 行田市持田766-1 HP

事前連絡 出前 事前連絡テイクアウト

休業日
月曜日

（祝日の場合は営業）

うな重 上 2,808円　特 3,240円　特大  4,536円　ハーフ 1,836円（全

てテイクアウト価格となります。）

※うなぎ以外の商品も取り扱っております。

備考



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

住所 行田市佐間3-2999

店名 割烹　魚豊 電話番号店名 ラノッキオ 電話番号 048-501-8903

テイクアウト 〇 出前
◯

（10個以上、前日注文）

営業時間
昼 11:00～15:00(LO14:30)

夜 18:00～21:00(LO20:30)
休業日 月曜日

備考

うな重は1,750円からございます。（写真参照）

デリバリーは5,000円以上より承っております。

配送料(当店より2キロまで100円、2キロ以上は200円～400円)

住所 行田市行田20-17 HP http://www.tvg.ne.jp/uotoyo/

テイクアウト ○ 出前 〇

古代米カレー弁当500円、ハンバーグカレー弁当620円

その他、パスタ・ピザなど全てのお料理をお持ち帰りできます。

最大50食前後まで対応可。

火曜日、第３月曜日

備考

営業時間

昼　11：00～14：00

夜　17：00～20：00

（時短）

休業日

HP https://ranocchio.simdif.com/

048-553-3113

https://ranocchio.simdif.com/
https://ranocchio.simdif.com/
http://www.tvg.ne.jp/uotoyo/
http://www.tvg.ne.jp/uotoyo/
http://www.tvg.ne.jp/uotoyo/
https://ranocchio.simdif.com/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

休業日 火曜日

備考

営業時間
昼　11：00～14：00

夜　16：00～19：30
休業日 月曜日

住所 行田市行田15-12 HP
https://sobakappoutam

aruya.owst.jp

テイクアウト 〇 出前 〇（３つから）

店名 田丸屋 電話番号 048-554-7771 店名 うなぎ　堀口屋 電話番号 048-556-2227

住所

大正13年創業、行田の老舗の味をご自宅で！

おつまみ、一品料理などもＯＫ

テイクアウト　うな重 並 1,800円　上 2,500円

出前　うな重 並 1,900円　上 2,600円

出前 〇※要相談

営業時間
昼　11：00～14：00

夜　16：30～20：00

行田市宮本2-6 HP
http://www.cci-

web.com/horiguchiya/

テイクアウト 〇

https://sobakappoutamaruya.owst.jp/
https://sobakappoutamaruya.owst.jp/
http://www.cci-web.com/horiguchiya/
http://www.cci-web.com/horiguchiya/
https://sobakappoutamaruya.owst.jp/
https://sobakappoutamaruya.owst.jp/
http://www.cci-web.com/horiguchiya/
http://www.cci-web.com/horiguchiya/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

親子3代で受け継がれる昔ながらの洋食屋さん。

昔懐かしいオムライスは時代を越えて愛される人気№１商品！

ほかにもナポリタンやハンバーグなど色々取り揃えてございます。

備考

048-556-2412

テイクアウト 〇 出前
〇（1食から可、最大10食

前後、前日注文）

営業時間

昼　11：30～14：00

夜　18：00～20：00

(時短)

休業日 水曜日

出前
◯

(夜の部のみ２食以上から)

営業時間 11：00～20：00 休業日 月曜日

テイクアウト 〇

住所 行田市行田11-28 HP

店名 バールココモ 電話番号 048-556-1253

住所 行田市本丸21-11 HP Kocomo.jp

店名 ミヨシ 電話番号

茄子とベーコンのトマトソースパスタ、ココモナポリタン、

ペペロンチーノ各1,100円、マルゲリータ 1,200円

※出前は1品100円加算

http://kocomo.jp/
http://kocomo.jp/
http://kocomo.jp/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

昼　11：30～14：00

夜　17：30～21：30
休業日 月曜日、第２火曜日

備考

あんど 電話番号 048-553-3110

住所 行田市天満3-13 HP

テイクアウト 〇 出前 〇（5,000円以上から）

店名

備考

テイクアウト 〇 出前 ×

営業時間
ランチ:11:30～14:00

ディナー:17:30～21:00
休業日 月曜日

まとまった数の注文は前日までに連絡。

メニューについての詳しい情報はHPをご覧ください。

営業時間

住所 行田市埼玉5292-2 HPhttps://www.bistro-fujiyama.com/

店名 ビストロフジヤマ 電話番号 048-594-6667

青森県産あべ鳥と拘り卵、天然出汁で作るふわとろ親子丼。

※まとまった数の注文は前日までに連絡（最大30食前後）

https://www.bistro-fujiyama.com/
https://www.bistro-fujiyama.com/
https://www.bistro-fujiyama.com/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

元気カレー　５００円

元気丼　５００円

テイクアウト 〇 出前 ◯（5食以上）

営業時間 10：00～16：00 休業日 水曜日、木曜日

備考

店名 珈琲苑 電話番号 048-554-9856

住所 行田市忍2-4-7 HP

フライ330円、焼きそば330円、ゼリーフライ160円(２個入・足袋

型)、ミックス550円、玉子入50円プラス

まとまった数の注文は前日に要連絡。最大30食前後まで対応可。

写真

店名 野菜時々肉食堂かんなや 電話番号 050-5240-5382

住所 行田市忍1-12-10 HP

https://www.facebook.co

m/野菜時々肉食堂-かんな

や-642330399300010/

テイクアウト 〇 出前
△（前日注文）

（AM10:30お届けなら可）

営業時間 11：00～13：30 休業日 不定休

備考

元気丼　　　500円　行田在来青大豆を使用した豚そぼろ丼

元気カレー　500円　副菜１品付きの古代米べジカレー

※元気丼については内容が変更することがございます。

https://www.facebook.com/野菜時々肉食堂-かんなや-642330399300010/
https://www.facebook.com/野菜時々肉食堂-かんなや-642330399300010/
https://www.facebook.com/野菜時々肉食堂-かんなや-642330399300010/
https://www.facebook.com/野菜時々肉食堂-かんなや-642330399300010/
https://www.facebook.com/野菜時々肉食堂-かんなや-642330399300010/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

木曜日、日曜日、祝日営業時間 8：30～17：00 休業日

写真

テイクアウト 〇 出前
△

（状況に応じて対応可）

営業時間
昼　11：30～14：00

夜　17：30～21：30
休業日 火曜日、第４水曜日

家庭料理 定食 すずな 電話番号 080-5445-2271

住所 行田市本丸19-27 HP
https://www.instagram.co

m/teishoku_suzuna/

店名

備考

店名 Café Cozy 電話番号 048-556-7056

住所 行田市壱里山町18-6 HP

当店ではキーマカレー（写真参照）とタコライスを用意して

います。

テイクアウト 〇 出前 ×

カテゴリー：家庭料理

メニューについては当店のInstagramをご覧下さい。

最大30食前後まで対応可（前日注文の場合）

https://www.instagram.com/teishoku_suzuna/
https://www.instagram.com/teishoku_suzuna/
https://www.instagram.com/teishoku_suzuna/
https://www.instagram.com/teishoku_suzuna/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

店名 ホルモン くん平 電話番号 048-578-8835

住所 行田市長野5-16-3 HP

テイクアウト 〇 出前 ×

営業時間 11：00～15：00 休業日 日曜日

備考

イタリア料理とお菓子の店HANIWA 電話番号 048-555-5588

住所 行田市中央2-6 HP http://haniwagyouda.com

テイクアウト 〇 出前 〇（20食以上）

営業時間

店名

昼  11:30～13:30

夜  17:00～21:00
休業日

木曜日

日・祝はテイクアウト不可

カレー、お好み焼き(画像参照)、焼きそば　各500円

http://haniwagyouda.com/
http://haniwagyouda.com/
http://haniwagyouda.com/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

テイクアウト 〇 出前 〇（2食以上）

店名 となみ寿司 電話番号 048-556-5462

住所 行田市門井町3-24-6 HP

営業時間

時短営業

16：00～20：00

（通常17：30～23：30）

休業日 火曜日

備考

鶏もも・ネギマ・皮・スナギモ・レバー　串一本145円

ヤゲンナンコツ・ボンジリ・こころ　串一本175円

ツナギ・柚子つくね　串一本195円　豚バラ・ささみ　串一本200円

店名 串焼　和 電話番号 048-553-7335

住所 行田市桜町2-17-17 HP http://kushiyaki-kazu.owst.jp/

テイクアウト 〇（お弁当は前日まで） 出前

営業時間
昼 11：30～14：00

夜 17：00～20：00
休業日

木曜日

（祝日は営業）

備考

http://kushiyaki-kazu.owst.jp/
http://kushiyaki-kazu.owst.jp/
http://kushiyaki-kazu.owst.jp/


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

テイクアウト ◯

備考

臨時休業の可能性がありますので事前に電話にてご確認くだ

さい。

出前 ×

営業時間
昼 11:00～14:00

夜 17:00～21:00
休業日 水曜日

備考

チャーハン700円、餃子400円、焼きそば900円、モツ煮650円

野菜炒め650円、肉野菜炒め800円、モヤシ炒め650円

ニラレバ炒め800円、肉ニラ炒め800円、モツ炒め800円

テイクアウト 〇 出前 ×

営業時間 昼 11：00～18：00 休業日 月曜日

店名 城西ラーメン 電話番号 048-556-1027

住所 行田市城西3-7-27 HP

店名 壱里山Café 電話番号 080-9711-1080

住所 行田市壱里山27-10 HP https://twitter.com/ichiriyama_Cafe

https://twitter.com/ichiriyama_Cafe
https://twitter.com/ichiriyama_Cafe
https://twitter.com/ichiriyama_Cafe


市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

テイクアウト ◯ 出前 ×

営業時間
月～土  17:00～

　 日　   16:00～
休業日 木曜日

テイクアウト ◯ 出前
◯

(2個から可)

営業時間
弁当受付時間は

当日8:30まで
休業日 木曜日

店名 炭火ほるもん焼肉亀力 電話番号 048-553-1929

住所 行田市城西4-7-14 HP

店名 味鮮厨房いっぽ 電話番号 080-6882-9724

住所 行田市行田26-8 HP

備考

たたいまお持ち帰りの生肉は１０％引き！

四元豚

ロースカツ弁当

800円(税別)

黒毛和牛

メンチカツ弁当

800円(税別)

備考

※１０食以上は３営業日前までに注文。

※その他メニューはお問い合わせください。



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

画像

もりうどん

肉きのこ汁うどん

生姜焼き弁当、からあげ弁当、幕の内弁当、カレーライス 各５００円

営業時間
11:00～14:00(時短営業)

※通常は15:00まで
休業日 日曜日・祝日

備考

もりうどん 530円、肉汁うどん 680円、肉きのこ汁うどん 780円、

天ぷら(かき揚げ、青ネギかき揚げ、ちくわ) 各80円

大盛＋100円、特盛+200円、小盛50円引き

※テイクアウト10円引き

店名 自家製うどん えんや 電話番号 048-564-7777

住所 行田市下中条1581-9 HP

テイクアウト ◯ 出前

営業時間
9:30～14:00

（弁当受付時間）
休業日 日曜日

備考

※６個以上の場合は前日午前中までに注文

店名 食彩屋やしろ 電話番号 048-526-5566

住所 行田市棚田町1-42-5 HP

テイクアウト ◯ 出前
◯

（2食以上、店から20分圏内）



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

かつ丼880円 カツカレー1,100円 生姜焼き1,180円

ヒレ丼1,100円 エビとヒレ1,380円 エビフライ1,500円

ロース丼1,000円　(外税8％)　1食からOK

店名 味処花亭 電話番号 048-553-7210

営業時間

住所 行田市門井町3－24－9 HP

テイクアウト ◯ 出前

11：30～14：00

17：00～20：00
休業日 月曜日



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

営業時間 11:00～15:00 休業日 なし

備考

※前日の15:00までに電話予約（月～金11:00～15:00）

海鮮ちらし 880円、お稲荷さん弁当 880円、日替わり弁当S

780円、トロカジキと海老のグリル 1,380円　※全て税別

店名 ダイリンフード 電話番号 090-6936-5670

住所 行田市白川戸698-5 HP

テイクアウト 出前
〇

（1,500円以上から)

店名 居酒屋　じんべえ 電話番号 048-556-4318

住所 行田市忍2丁目16-3 HP

テイクアウト ◯ 出前
◯

（10食以上、要前日予約）

営業時間
8:00～12:00

(弁当の注文のみ受付)
休業日 日曜日・月曜日

備考

昼の注文は、当日の10時30分までにご連絡ください。なお、注文数が多い場合は、前日までにご連

絡ください。

唐揚げ弁当(のり、わかめ)540円、幕の内弁当550円

その他、ナポリタン弁当や唐揚げコロッケ弁当もございます。



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

備考

状況により閉店時間が早まる場合があります。

テイクアウト 出前 ◯（要前日予約） テイクアウト 〇(1食からOK) 出前

営業時間
10:00～13:00

(出前受付)
休業日 日曜日・月曜日 営業時間

11:00～15:00(LO14:30)

17:30～21:30(LO21:00)
休業日

水曜日(ディナー)

ランチは営業

祝日は営業

店名 スープカリーNeco 電話番号 048-553-4891

住所 行田市旭町6-21 HP 住所 行田市門井町2-2-3 HP

店名 和歌稲 電話番号 048-554-3238

備考

幕の内弁当　５４０円（税込）から



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

まんぷく鮨

店名 よろづ屋 電話番号 ご注文はLINEから

住所 行田市行田3-5 HP

テイクアウト 〇 出前

店名 ふじみ寿司 電話番号 048-554-4333

備考

生ものの販売は6月30日までとなります。

9月1日から新メニューに変更いたします。

住所 行田市藤原町2-4-4 HP

営業時間

テイクアウト 〇 出前 〇

11:00～14:00

17:00～20:30

(受付20:00まで)

休業日 火曜日 営業時間

11:00～13:00

16:00～20:00

(特別営業時間)

休業日 火曜日

備考

ご注文はLINEからお願いいたします。



市内飲食店出前・テイクアウト一覧 令和2年6月2日現在

←

★大特価品

アプリコットチーズケーキ　

1台　３５０円

（盛り付け例）

→

★おすすめ商品

チョコミントムースケーキ

１台　１，５５０円

（飾り付け例）

営業時間 11:00～22:00 休業日 無休

備考

餃子2人前500円　もつ煮込み570円

チャーハン500円　レバニラ炒め720円

野菜炒め500円　肉野菜炒め720円　やきそば720円

店名 十勝　行田店 電話番号 048-553-3189

住所 行田市壱里山1－30 HP

テイクアウト 〇 出前

営業時間 AM10時～ 休業日 日・祝日

備考

5月14日AM10時よりOPEN。工場直売いたします。

平日10時～17時、土曜日10時～15時。写真以外にも複数ござ

います。冷凍ケーキのテイクアウトを承っております。

店名 ジャパンフード株式会社 電話番号 048-556-8451

住所 行田市持田2373 HP http://www.japan-food.co.jp

テイクアウト 〇 出前

チャーハン

もつ煮込み

http://www.japan-food.co.jp/
http://www.japan-food.co.jp/
http://www.japan-food.co.jp/

