
各800円(税込)

甲府市中央1-15-1

18:00～22:00

月曜日

★ テイクアウト・デリバリーいずれも対応

甲府市徳行2-1-3

水曜日の夜

http://unagi-tatsuyoshi.com/

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

定休日

所在地

昼11:00～13:30
夜17:00～21:30

URL

お店

から
本物の味をご家庭でも。じっくり蒸して香ばしく焼き上げたウナギをどうぞ。

うなぎの竜由

★ テイクアウトのみ対応

営業時間

注文はお昼は13:00まで、夜は20:00まで。
配達の範囲は要相談。★

串揚げ串多津

ソースカツ丼

カツサンド

★ 要電話予約

￥

お店

から

URL

2020/7/13 更新甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241

055-233-9444☎

055-222-0141☎2

1

①3,500円　②1,700円

③2,500円　④5,000円(全て税別)

所在地

営業時間

定休日

￥

①うな重（竹）②うな丼

③うな重（梅）④うな重（嵐）

県産お肉クリスタルポーク使用。50有余年の歴史を持つ串多津のソースかつ丼と
かつサンドをテイクアウトで。ぜひご賞味ください。

https://kofucci.or.jp/


★ テイクアウトのみ

甲府市宮原町1316

月曜日

甲府市大里町3607-4

11：30～14：00　　ラストオーダー13：30

月曜日

https://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19005153/

4

所在地

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

☎

2020/7/13 更新

お弁当を5個以上ご希望の場合は
前日までにご予約ください。★

①からあげ弁当

②生姜焼き弁当　③親子丼

★ ご注文は当日11時まで

★ テイクアウトのみ

手仕事や宙KU～

鶏の唐揚弁当

鶏の唐揚単品（5個）

￥

一番人気の鶏の唐揚はさくさくジューシーで大きい。
多い時は100個以上の注文をいただきます。

お店

から

所在地

営業時間

定休日

職人料理馳走亭

営業時間

定休日

055-288-0567☎

055-243-9051

弁当750円（税込）

単品650円（税別）

昼11:30～14:00
夜18:00～

￥

当店の人気メニューをお安い価格でお弁当にしました。
ぜひこの機会に食べてみてください。

お店

から

①・②550円　③650円

いずれも税込

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241

3

ＵＲＬ

https://tabelog.com/yamanashi/A1901/A190101/19005153/


★ テイクアウトorデリバリー

中巨摩郡昭和町西条877

営業時間 17:00〜22:00

定休日 年中無休

★

甲府市飯田4-1-4

11:00～14:00、17:00～20:00

毎週水曜日、第3火曜日

http://sushi-izumi.blogspot.jp/

☎ 055-268-1929

①甲州牛カルビ弁当

②国産牛タン弁当　　③ビビンバ丼

￥
①・②1,480円

③650円

当店で扱う精肉、野菜は県内産を使用しています。牛肉は山梨県最高級ブランド甲州牛、豚肉は甲州富
士桜ポーク。ぜひご家庭で地元の食材の美味しさを楽しんでください。

お店

から

弁当1個から受付ます。弁当5個以上または5000円以上の
お会計でお届けいたします。(配達地域によっては別途配達
料をいただく場合がございます)
お時間をいただく場合がございますので、お電話でのご予
約をオススメいたします。

★

URL

宅配、テイクアウトいずれも対応

すし・うまいもの処　伊津美

お店

から

所在地

営業時間

定休日

・持ち帰りは予約が優先になります。
・宅配は1件2,000円（税抜）以上。
・配達範囲があります。ご確認下さい。

★

①1,500円  ②2,000円

③1,290円  ④1,290円　(全て税抜価格)

所在地

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

5

にぎり寿司①｢あじさい｣､②｢らん｣

弁当③｢ロースカツ弁当｣､④｢ヒレカツ弁当｣

6

ホルモン問屋肉番長

055-226-6545☎

2020/7/13 更新

￥

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241

信州上伊那産こしひかりを使ったシャリとライスです。
鮮度のいいネタの寿司と麦豚のとんかつをご賞味下さい。
他にも豊富にメニューをご用意しています。



★ テイクアウトのみ

甲府市中央1-5-12

11：30～22：00

毎週月曜日、第4日曜日

http://bonmarche.jp/

★ テイクアウトのみ

甲府市大里町5229-2

日曜日（但し前もってご連絡頂ければ応相談）

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13 更新

ランチお弁当各種（煮込みハン

バーグ、チキンのトマト煮）など

お店

から

800円（税込）

★

￥

通常価格1,000円～1,200円のものを期間限定で800円にて提供します。

ご予約は前日20時まで。
お引き渡しは11：30～14:00

URL

1,000円(税込)

おいしい手作り弁当を、お値打ち価格で！
お店

から

所在地

営業時間

定休日

弁当

魚幸よこもり

レストラン＆パティスリー

ボンマルシェ

･前日昼12:00までにご予約ください｡
･お渡し時間昼11:30~13:30
夜16:30~19:30

★

￥

所在地

営業時間

定休日

URL

7

8

055-233-7877☎

055-244-0012☎

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

http://bonmarche.jp/


★ テイクアウト・デリバリーいずれも可

甲府市上石田2-23-20

9：00～18：00

水曜日

https://egaobentou.com/

甲府市住吉5-1-19

11：30～14：00（LO）　18：00～20：30（LO）

火曜日

http://stildeyanagi.com/top.html

URL

定休日

ナチュラルグレース

彩り弁当他多数

★
配達は前日18:00までに予約｡
(配達基準あり)店頭受け渡し当日は15:00まで

自家製無添加の料理をバランスよく楽しめます。

770円～￥

お店

から

所在地

営業時間

定休日

URL

お店の味をご家庭でお楽しみください
お店

から

￥ 600円～

所在地

9

スティルドゥヤナギ

サラダ、お肉料理、

お魚料理、デザート等

営業時間

055-231-5432☎

055-237-6676☎

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13 更新

10

★ 注文は前日までに

★ テイクアウトのみ

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

https://egaobentou.com/
http://stildeyanagi.com/top.html


★ テイクアウトのみ

甲府市丸の内1-19-13

15:00～21:00（LO20:30）

http://www.akiyoshi.co.jp/m/

★ テイクアウトのみ

甲府市中央1-4-9さんぷくビル２F

11:30～14:30（LO）　17:00～20:00（LO）

木曜日（祝日の場合は営業します）
http://sanpuku-tsukesoba.com/

つけそば（生麺･ゆで麺）、炒め物、

ご飯類、ギョーザ（生･焼）、春巻き

￥ つけそば824円(税別)

生ｷﾞｮｰｻﾞ(2人前12個入)650円(税別)

焼き鳥、ご飯もの、揚げ物

￥ 280円～（税別）

★
電話予約  14:00～20:30
受け取り  15:00～21:00

お店

から

８００℃にも達する炭火で焼いた焼鳥。酒のつまみでもご飯でもよく合います!!
自慢の味をぜひご家庭でもお愉しみください。

焼き鳥の名門秋𠮷甲府店

所在地

営業時間

定休日

URL

☎ 055-226-9218

☎ 055-232-3946

★
注文受付11:30～20:00
お電話でもご来店でも!

お店

から

つけそばさっぱりとしたスープともちもちの太麺の愛称がバツグンです。
ギョーザおかずにも晩酌のおつまみにもどうぞ！

所在地

営業時間

定休日

URL

12

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13 更新

中華レストランさんぷく

11

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

http://www.akiyoshi.co.jp/m/
http://sanpuku-tsukesoba.com/


★ テイクアウトのみ

甲府市中小河原町575-1

木曜日

甲府市中央1-15-9

11:30～14:00　　17:00～22:00

不定休

インド料理マサラアート ☎ 055-241-3311

インドカレー弁当

￥ 730円（税別）

★ ランチ営業時間内にご注文ください。

お店

から
体に優しいインドカレーと焼きたてナンをご家庭でお愉しみください。

所在地

営業時間

定休日

春日のちゃぶ台 ☎ 055-235-3929

定休日

URL

牛カルビ弁当  カルハラ弁当

牛ハラミ弁当

￥ 各1,000円(税込)

お店

から
ちゃぶ台自慢のお肉をご家庭でお愉しみください。

所在地

営業時間

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13 更新

テイクアウトのみ★

13

14

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

11:30～14:00
17:30～21:00



★ テイクアウト

甲府市中央1-3-1

11:30～14:00  17:00～20:00

木曜日・第1第3水曜日

http://www.scotts-kofu.com/

★ テイクアウト・デリバリーいずれも対応

甲府市相生2-16-3

11:00～20:00

日曜日

レストランスコット ☎ 055-232-2424

①スコットポークメルシー弁当

②スコット特製洋食弁当

③スコット牛ヒレステーキ弁当

￥
①2,000円（税別）

②2,200円（税別）

③3,600円（税別）

★ 営業時間内お電話にて承ります

お店

から

①ポークロースをオリジナルソースで仕上げた人気の逸品をメインにしたお弁当です。
②人気のハンバーグステーキ、下にクリームコロッケや有頭エビ等、
色とりどりに盛り込んだロングセラー好評の洋食弁当です。
③柔らかい牛ヒレステーキマデラソースと有頭エビ

所在地

営業時間

定休日

URL

武蔵屋本店 ☎ 055-233-4041

うな重

￥ 2,000円（税込）

★
ご注文受付時間　11:00～19:00
配達は応相談。

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13 更新

15

16

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

お店

から
うなぎは国産。武蔵屋自慢の味をご家庭でもお愉しみください。

所在地

営業時間

定休日

URL

http://www.scotts-kofu.com/


★ テイクアウト デリバリー

甲府市丸の内1-1-25

11:30～15:00

毎週月曜日、第1、３火曜日

★ テイクアウトのみ。

甲府市丸の内1-14-10内藤ビル1階B

11：30～13：30　　17：30～21：30

不定休（コロナ自粛により4月19日まで臨時休業）
https://r.goope.jp/bistro-rouge

更新

ビストロメゾン・ド・ルージュ ☎ 055-268-3331

A.ナポリタン　　　B.レディースセット

C.ごちそうオードブル

D.バターロールパン

山梨レストランメリメロ ☎ 055-298-6668

①まるごと山梨ロコモコサラダ付

②4種のチーズを使用した

クアトロPizzaフォルマッジ

￥
各950円

URL

￥

A.680円　　 B.780円

C.2500円　  D.1個100円

(いずれも税別)

★
予約制
ご注文は前日10時まで（Dは2日前まで）

★ ご注文は前日までに。10個以上で配達可。

お店

から

①甲州ワインビーフの粗挽ハンバーグ、オムレツ、
小淵沢産の黒※を使用した紫黒米。県産野菜のサラダ。
②ゴルゴンゾーラ、モッツアレラ、ゴーダー、パルミジャーノを使用したPizza。はちみつと共に。

お店

から

Aナポリタン…ボリュームあります。サラダ付き。Ｂレディースセット…県産野菜中心の料理
が数種類、全て手作りの健康バランスを考えた毎日変わるメニュー。Ｃごちそうオードブル…
前菜、サラダ、お肉お魚料理などボリュームたっぷり。

所在地

営業時間

定休日

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13

所在地

営業時間

定休日

URL

17

18

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

https://r.goope.jp/bistro-rouge


★ テイクアウトのみ。

甲府市丸の内2-3-8

11:00～14:00

日曜・祝祭日

昭和町清水新居1227-1

11:00～22:00  (LO21:00)

年末年始
http://tr-spoon.com/

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

2020/7/13 更新

スプーン昭和店 ☎ 055-235-9008

★ 営業時間内にご注文ください

酒彩五色 ☎ 055-222-58４0

お好み焼き（いか玉、豚玉）

￥
いか玉、豚玉とも

600円、大800円（税込）

①季節野菜のスープカレー

②鶏のから揚げのチリライスボール

③鶏のから揚げの鉄人ソースオムライス

④ムレスナカレー

⑤スーパーフードサラダ

所在地

営業時間

お店

から
中央5丁目の「山本お好み焼店」の姉妹店

所在地

営業時間

定休日

URL

19

20

野菜は旬の野菜を使用。卵も生産方法にこだわったものを使用。米は県内産PR

テイクアウトのみ。

￥
①1,700円 ②850円

③1,200円 ④600円 ⑤1,000円

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241

★

http://tr-spoon.com/


★ テイクアウト・宅配もOK

甲府市寿町2-11

11：30～14：00　17：30～22：00

不定休

https://www.mitsui-kofu.com/

★ テイクアウトのみ。

甲府市徳行3-3-1

11:30～14:30（LO13:30）　18:00～22:00（LO20:00）

日曜日

①950円　②700円～　

③550円　④～⑥500円　(いずれも税別)

お米は北杜市野契約農家から購入しています。化学調味料など使用せず、自然な味を出しております。
今、山梨県が推している「富士の介」を取り扱っております。ぜひ一度ご賞味を。

お店

から

・近隣かつ5食以上で配達承ります。
・①、②は３日前にご注文をお願いします。
　③、④は当日対応可能です。
・詳細はFAX,メールにてご案内します。

★

所在地

2020/7/13 更新

営業時間

定休日

URL

割烹三井 ☎ 055-222-4370

①三井ランチ　　　　②おまかせ弁当

③チキン南蛮弁当　　④特製のり弁当

⑤唐揚げ弁当　　　　⑥塩サバ弁当

￥

21

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

松葉亭 ☎ 055-233-8825

松花堂弁当

￥ 2,000円（税別）～

★ ご注文は2日前まで

お店

から

お宮参り、初節句、誕生日のお祝い等でご注文頂いております。写真は2,000
円（税別）の写真です。ご希望の価格で内容が変わります。

所在地

営業時間

定休日

URL

22

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241

https://www.mitsui-kofu.com/


★ テイクアウトのみ

甲府市中央1-7-7

17:00～23:00

日曜

http://rbsaiki.com/

★ テイクアウトのみ

山梨県甲府市桜井町47

ランチ11：00～14：30　ディナー16：30～20：30

火曜日

http://www.kofuwineport.jp

23 レストランバーSAIKI ☎ 055-233-2672

①オムライス弁当　②ナポリタン弁当

③若鶏のカリカリ揚げ　④ピザ

お店の人気メニューをお弁当に。
オムライス弁当やナポリタン弁当にも若鶏のカリカリ揚
げとポテトサラダがついてます。ピザや若鶏のカリカリ
揚げ等、単品メニューのテイクアウトも可能です。

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

￥
①～③各800円(税別)

④800円～(税別)

★
前日までにお電話でご予約下さい
受取は営業時間外も対応致しますが、
夜23時までにお願いいたします。

お店

から

24 055-233-4427☎

定休日

URL

所在地

営業時間

レストランボルドー

Ａ･ハンバーグ200ｇ･300g･400g

Ｂ･ハンバーグ＆ビーフシチュー

A･1700円~(税込)

B･2900円(税込)
￥

URL

★ 当日１時間前までにＴＥＬにてご注文下さい

お店

から

創業45年の老舗ボルドーより食卓が華やかになる特別メニューです。国産牛を100％使った
ハンバーグ、トロトロに煮込んだ和牛ビーフシチュー、さらにワイナリードメーヌQで醸造し
たワインも一緒にテイクアウト頂けます。

所在地

営業時間

定休日

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/17 更新

http://rbsaiki.com/
http://www.kofuwineport.jp/


★ テイクアウト

韮崎市穂坂町三ツ澤1129

12時～15時　　17時～20時

火曜日

https://cueillette.jp/

★ テイクアウトのみ

甲府市丸の内2-27-13

11:00～15:00

土日祝

お店

から

所在地

営業時間

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/20 更新

すべて手作り。店オリジナルの味を
お愉しみください。

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

25 キュイエット ☎ 0551-23-1650

￥
①1,500円（税別）

②1,200円（税別）

★
個数限定で販売致します。
お電話にてご予約ください。

①バルバリー産鴨のコンフィ

　八ヶ岳の野菜とバターライス

②ワイン豚とフォアグラのパテ

　八ヶ岳野菜パンドカンパーニュのサンドイッチ

お店から
①バルバリー種鴨のコンフィ…
低温でじっくりと調理後に表面を香ばしく焼いたフランス郷土
料理です。八ヶ岳のお野菜とバターライスとご一緒にお召し上
がりください。容器を広げるとそのままお皿になります。ご家
庭で本格フレンチをお楽しみください。

②塩山で飼育したワイン豚とフォアグラのパテに八ヶ岳野菜を
ふんだんに挟んだボリュームサンドイッチです。

所在地

営業時間

定休日

URL

26 増美屋食堂 ☎ 055-222-4017

①増美屋特製焼肉ライス

②もちもちヤキソバ

￥
①810円(税込)

②650円(税込)

★ 注文受付11:00～14:30

https://cueillette.jp/


★ テイクアウト デリバリー

甲府市高畑1-23-9

昼11:30～14:00　　夜17:00～21:00

不定休

http://www.torisumi.com/

★ テイクアウト デリバリー

甲府市中央1-15-7

お弁当(他)AM10:00～　　店舗営業PM5:30～11:00

日曜日(予約にて営業も可)

http://fujiike.net/

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/20 更新

①ふじいけ特選弁当(3種)

②自家製からすみセット

￥
①1,500円、2,000円、3,000円

②1,500円

★
①３日前までにご予約下さい。
②当日注文で対応可能。

お店

から

①全て手作りの材料です。おせちのような品数が自慢です。3,000円のお弁当にはあわびとう
にのステーキが入ります。
②手間暇かけて作ったからすみです。酒のアテにどうぞ

所在地

営業時間

お店

から

海苔の上にうすくごはんを敷き具材をサンドしたOMUSANDO
メニュー写真からもおわかりの通り、それぞれのいっぱいの野菜と具材がたっぷりはいったボ
リューミー＆シズル感いっぱいのOMUSANDOです。

所在地

営業時間

定休日

URL

28 活魚四季料理ふじいけ ☎ 055-237-7600

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

27 創作和食とりすみ ☎ 055-228-6117

★
・要電話注文・注文は営業時間内随時・2500円以上
の注文で配達します。・配達区域はご相談下さい

オムサンド色々

①ストーンクラブとアボガド

②海老フライ2本とタルタルソース

③ワインビーフ直火焼肉他色々

￥ ①580円②・③680円

http://www.torisumi.com/
http://fujiike.net/


★ テイクアウトのみ。

甲府市荒川2-6-13

月曜日

★ テイクアウト

甲府市向町518－1

11:00～14:00　17:00～21:30

毎週月曜日

★ 当日電話予約可

お店

から

新潟県魚沼産こしひかり・海苔は江戸時代より香の良さと歯切れの良さで人気の上総海苔・栃
木県産（漂白剤不使用）干瓢・昭和39年より変わらぬ味の自家製玉子焼きでお造り致しまし
た。おうちで、ゆっくりとご賞味下さい。

所在地

営業時間

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/20 更新

定休日

30 花春寿司 ☎ 055-233-0307

太巻海苔巻makimaki弁当

￥ 2,500円(税込)

①うな重

②天丼

￥
①3,150円(税別)

②1,200円(税別)

★ 特になし

お店

から

愛知県三河一色産の鰻を使用し、熟練した職人が捌き、備長炭で丁寧に焼き上げております。
天丼は長年継ぎ足した甘辛いたれがサクサクの天ぷらと相性バツグンです。
ぜひご家庭でもご賞味ください。

所在地

営業時間
11:30～14:00(L.O13:30)
17:00～20:30(L.O20:00)

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

29 いちよし ☎ 055-254-1144



※税込

甲府市中央1-1-7飯田ビル１F

9:00〜16:00 

月・火

https://www.fluunt.net/

★ テイクアウトのみ

甲府市国母4丁目22-12

11：30～14：00　　17：00～

火曜

http://narada.favy.jp/

価格

当店の料理は100％植物性。
野菜だけだから美味しいと言っていただけるように、一皿一皿丁寧に仕上げています。

①Fボウル(レギュラー)
　　　　　　　1,080円
あ

②Fボウル(ライト)
　　　　　　　　850円
あ

③オードブルハーフ
　(２人前)　　1,900円
あ

④ベジバーガー各種
　　　　　　　　580円～

★

所在地

営業時間

定休日

URL

・当日OK。
・１つから予約できます。
・売切の場合があるのでご予約がオススメ。
・2日前まではHPでも予約可能です。
・1日前以降はお電話でお願い致します。

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

31 FluuntKOFU（フルウント甲府） ☎ 055-232-7789

☎ 055-226-0911

①親子丼 　②ロースかつ

③煮カツ丼　④肉丼

￥
①940円　　②980円

③1.000円　④850円(全て税込)

★
当日可能ですがお時間頂きます。
営業時間内のご注文お待ちしております。

更新

32 奈良田本店

お店

から

国産コシヒカリとミルキークイーンを独自の比率でブレンドし、自家製のタレで
調理しております。

所在地

営業時間

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/21

https://www.fluunt.net/
http://narada.favy.jp/


★ テイクアウト。ご相談によりデリバリーも可

甲府市朝気1-9-6

火曜

http://myu-myu.net

★ テイクアウト

甲府市相生3-4-11

土曜日昼・日曜日

★
前日21時までの注文をお願い致します。当日のご注文
は全品200円UP。当日昼に夜の部ご注文は100円UP
頂戴いたします。

11:30～14:00（LO13:30）
17:00～22:00

とんかつ弁当、しょうが焼弁当、

スタミナ弁当、からあげ弁当、

ハンバーグ弁当

￥ 全品700円

★ 注文は前日までに電話予約

お店

から

所在地

営業時間

定休日

34 めし処・酒処和貴

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

33
RealSUMIBIStyle

炭火焼肉みゅうみゅう
☎ 055-235-4429

（ご注文受付24時間OK！)

①和牛サーロインステーキ重

②厚切り牛タン弁当

③カルビ・ハラミミックス弁当

④みゅう²ハラミ弁当

￥
①2,890円(税別)　②1,390円(税別)

③990円(税別)　　④890円(税別)

所在地

URL

TAKEOUT時11:00～14:00、17:00～20:00
通常平日18:00～24:00  土･日･祝17:00～24:00

営業時間

リアル備長炭で焼き上げた我が屋みゅうみゅうの味を是非とも

お家で・・・。

スタミナつけてONETEAMでコロナをやっつけましょう！

お店で出している定食をそのままお弁当にしまし
た。昼食・夕食にご家庭で当店の人気メニューを
ご賞味ください。

定休日

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/21 更新

お店

から

☎ 080-6517-5000

http://myu-myu.net/


★ テイクアウト

甲府市蓬沢1-23-8

10:30～22:00

毎週日曜日、毎月第1第3月曜日

★ テイクアウト、デリバリーやってます

甲府市小瀬町1325

11：30～14：00

第1・3日曜日

http://narayahiyoshimaru.com/

ぶた丼、カレー、

生姜焼き弁当、唐揚弁当など

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/27 更新

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

35 キーズカフェ時夢創屋 ☎ 055-221-1210

カレー10種、シチュー4種、

ピザ7種、ホットドッグ3種

￥
350円～1100円（税込）

★
前もってTELいただければご指定の時間に。
来店してからの注文は10分ほどかかります。

お店

から

カレーはキーズオリジナルカレーから、ジョイアルカレーも。
シチューはパンかライスがセットになります。

所在地

営業時間

定休日

URL

36 奈良屋ひよしまる ☎ 055-243-5123

￥ 500円から

★
・受付時間8:00-10:30、配達時間11:00－14:00
・1個から配達致します、出前代100円、3個以上は無料
・配達範囲は半径2㎞圏内

お店

から
国産の肉、国産の食材、ガス焚きのご飯にこだわってます

所在地

営業時間

定休日

http://narayahiyoshimaru.com/


★ テイクアウトのみ

甲斐市玉川1519-2

17:00～20:00

月・火

http://www.s-creato.com/egaoya/ryuou.html

★ ＊お持ち帰り、出前可能。

甲府市中央4-10-5

11:00～20:00

月４回（魚そう専用休日カードに準ずる）

うまいもん処えがお屋 竜王店

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/27 更新

①一人前握り寿司

②マグロ寿司

￥
①1,080円（税込）

②1,080円（税込）

★
＊出前とお持ち帰りのご予約もお気軽にお電話くださ
い。ご希望のお時間にお作り致します。

お店

から

＊老舗のお寿司をご家庭でどうぞ。大きな握りに甘じょっぱいタレをつけて召し
上がってみてください。

所在地

営業時間

￥
①450円②310円③・④380円

(いずれも税抜)

38 魚そう本店 ☎ 055-235-4328

お店

から

味！ボリューム！バッチリ！ステイホーム！
家飲みに適したリーズナブルなおつまみも多数ご用意♪

所在地

営業時間

定休日

URL

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

37 ☎ 055-260-6522

①豚丼　　　　②そぼろ飯

③牛塩もつ煮　④桜もつ煮

★
電話予約は13時以降受付。
※来店注文はお時間をいただく場合もございますの
で、電話予約をおススメしております。

http://www.s-creato.com/egaoya/ryuou.html


★ テイクアウト（時間帯・数量により応相談）

甲府市中央3-4-13

11:00-14:30、17:30-20:00(現在11:00-14:00)

日祝日（現在土･日･祝日休み・夜営業休み：ご予約の場合は対抗いたします）

https://ameblo.jp/nohonoho-kofu/

★
★

★

甲府市中央1-12-3大久保ビル2Ｆ
17:00～22:00 (Ｌ.Ｏ21:00)
日曜日

URL

こだわりの生地を高温のビザ窯で焼き上げました。

本格イタリアンの味をご家庭でどうぞ

所在地
営業時間

定休日

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/4/27 更新

定休日

URL

40 EBL ☎ 055-227-8203

①マルゲリータ…1,200円　　　②クアトロフォルマッジ…1,500円

③ビスマルク…1,400円　　　　④ししゃもの燻製…600円

⑤牛タンスモーク…900円　　　　その他

営業時間内にご注文下さい。

テイクアウトorデリバリー

nohoLunch（週替わりメニュー）

豆腐deとろとろオムライス

鶏照りマヨ丼など

所在地

営業時間

主食以外にもお野菜多めでサラダ・副菜・手作りピクルスなどsetになっており
ます。ご飯は白いご飯・雑穀入りご飯で選ぶことができます。

お店

から

￥ 890円(税込)

★

数量が多い場合は前日午前までにご連絡ください。
５個まででしたら当日注文可能。（ご希望の時間１時間前
まで）1-2個でしたらお店でお待ちしていただくかお車で
お待ちしていただくことも可能。基本配達は致しませんが
数量・時間帯により対応いたしますのでご相談ください。

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

39 nohonoho ☎ 055-233-3636

https://ameblo.jp/nohonoho-kofu/


甲府市貢川本町12-20

昼11:30～14:00、夜18:00～22:00

水曜日

https://www.porta-y.jp/gourmet/3361

★

甲府市上石田4-9-3ソンドメールA棟101

ランチ11:30～LO.15:00　ディナー18:00～LO.20:00

毎月第１火曜日

http://komeemon.mystrikingly.com/

銀しゃり処 米右衛門

イタリアンレストラン ポコセリオ

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/5/1 更新

①カリオストロ風ミートボールナポリタン

②カリオストロ風ミートボールオムナポリ

③幸せいっぱい！腹いっぱい！メガナポリタン

④ほぼほぼ野菜さん！食べるスープサラダ

電話かメールで、お名前、連絡先、オーダー、受取時
間をご連絡ください。
営業時間中は全日対応可。前日までの予約で営業時間
以外の受け取りも可。

★

営業時間全日テイクアウトＯＫ
前日までの予約で営業時間外でもテイクアウトＯＫ★

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

41 ☎ 055-226-6607

￥

各種弁当(1,000～1,800円)

各種土釜ご飯(3,500～5,000円)

￥

★ 当日可

お店

から

お店と変わらない厳選素材、こだわり調理のお弁当。
土釜、炊き立てのお米も気軽にお楽しみ頂けます。

所在地

営業時間

テイクアウト

名作カリオストロの城でルパンと次元がおいしそうに食べてたミートボールスパをポコ風に再現。隠し味にチー
ズを使って満足感アップ！オムナポリはデミグラスソースの濃厚なコクが加わりうま味アップ！大人気メガナポ

リ！総重量２ｋｇオーバー‼腹ペコ４～５人分。家族みんなで幸せいっぱい！腹いっぱい！

所在地

営業時間

定休日

URL

42 ☎ 055-242-8086

①・②500円③2800円

④350円（いずれも税別）

お店

から

https://www.porta-y.jp/gourmet/3361
http://komeemon.mystrikingly.com/


★ テイクアウト デリバリー

甲府市丸の内2-1-8駅前銀座ビル１F

11:00～14:00

日曜日

https://kushiccha-kansuke.com/ (テイクアウト専用サイト)

★

甲府市丸の内2-3-7

日曜日

①からあげ弁当　　 ②ねぎ塩からあげ弁当

③甘辛からあげ弁当 ④ジャークチキンカレー

⑤チキンカツカレー ⑥甘辛スパイシー手羽チキン

①パエリアは一つ一つ焼き上げ、おかずもすべて手作り
を心がけてます。
②富士桜ポークのひれ肉を低温調理で仕上げました。と
ても柔らかくジューシーです。

定休日

URL

44 焼鳥燈 ☎ 055-268-2455

￥
①850円 ②950円 ③950円

④980円 ⑤700円 ⑥700円

★

お店

から

所在地

営業時間

電話予約もしくはテイクアウトアプリ「PICKS」でも注文・決済

できます。

注文はランチは15時まで（デリバリーなし）、夜は22時まで（デ

リバリーあり）デリバリーは1500円以上

からあげグランプリ全国大会決勝にも出ている
ジューシーな唐揚げをお愉しみください。

平日11:30～1:00
土・祝17:00～1:00

定休日

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/5/1 更新

①パエリア＆デリセット

②富士桜ポークひれかつゴハン

￥ 各1,000円（税込）

★
電話予約。インスタグラムからネット予約可能。5個以上の
場合は前日の予約でお願いします。当日予約は受け渡し2時
間前までに。5個以上で配達可能。（配達範囲は要相談）

お店

から

所在地

営業時間

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

43 くしっちゃ・かんすけ ☎ 055-223-0101

https://kushiccha-kansuke.com/


6：00～21：00

年中無休

http://yamanashikotsu.co.jp/futaba

★ 店頭お渡し

甲府市中央1丁目20-3

17時～25時

毎週日曜日

甲斐市竜地2630   双葉サービスエリア下り線レストラン山交

45

①甲州ワインビーフステーキ弁当

②牛カルビ弁当

③からあげ弁当

￥
①1,410円

②900円③720円

所在地

営業時間

お店

から

テレビでも紹介された、当店大人気の甲州ワインビーフステーキ重がテイクアウトできるようになりました！！
双葉サービスエリア下り線は、高速道路を使わないお客様も一般道路から立ち寄れます。
無料の駐車場がございますのでお気軽にご利用ください。

★

・軽食コーナーでの注文で予約不要。
・テイクアウトの営業時間は11：00～18：00
・遠方の方は、大量の注文でYKタクシー「便利屋タク
シー」による宅配をご利用できます。
※別料金時間：応相談

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/5/1 更新

定休日

URL

46 よりみち処まねこ屋 ☎ 080-8033-9723

日替わり弁当、青春のトマト焼き

そばなどメニューのあるもの

￥ 日替わり弁当・・500円（税込）味噌汁付き

青春のトマト焼きそば・・800円（税込）

★
・事前にお電話ください
・注文は、来店予定30分前まで
・18時～24時まで受け付け

お店

から

日替わり弁当は、味噌汁付きのワンコイン！！
毎日心を込めて作ってます。

所在地

営業時間

定休日

URL

双葉サービスエリア下り線

レストラン山交
☎ 0551-28-4035

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

http://yamanashikotsu.co.jp/futaba


★ テイクアウト デリバリー

甲府市中央1-1-21

11:00～14:00

日曜日

★ テイクアウトのみ

甲府市丸の内3-16-3

毎週日曜日(レストランは通常月曜定休)

所在地

営業時間

定休日

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/7/13 更新

牛丼・ビビンバ丼・コロッケメンチ

カツ丼・唐揚げ丼…500円

ステーキ丼・牛もも弁当…900円

牛カルビ弁当…1000円

※全て税別

精肉店：9:00～19:00
レストラン：11:30～14:30、16:00～20:00（短縮営業中）

レストランで人気のメニューがお弁当でもご提供可能に
なりました！
新しくお求めやすい価格のお弁当もございますので、お
肉と合わせてぜひご利用ください。

★
月曜日～土曜日11時～19時
注文から完成まで10～15分ほどいただくものもある
ため電話予約がおすすめです

お店

から

皆さんコロナウィルスに負けないように
がんばりましょう！ファイトファイト！

お店

から

所在地

営業時間

定休日

URL

48 (有)高野牛肉店 ☎ 055-222-8825

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

47 タイ料理パノムルン ☎ 080-6749-4801

￥ 各700円

★
5食からデリバリー致します。
お電話にてご予約承っております。10時から受け付け
ております。

①チキンライス

②ガパオライス　③豚ライス



★ テイクアウトのみ

甲府市丸の内2-7-2小林ビル１F

11:30～13:30、17:30～21:00

毎週月曜・第3火曜

https://www.instagram.com/issouan_tsumugi/?hl=ja

★ テイクアウトのみ

甲府市中央1-14-8

11:30～14:00　　17:00～21:00

日曜日

http://www.kamameshi-tanuki.net/sp/

前日までに3個からご注文ください

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/5/12 更新

①2,000円  ②900円

③1.500円  ④1,200円 いずれも税別

50 日本料理釜めし多ぬき ☎ 055-235-6311

松花堂弁当

￥
①1500円　　②2000円

③2500円　　④3000円

★

お店

から

旬の素材を組み入れた松花堂弁当と、一つ一つ丹念に焚き上げた釜めしをお愉し
みください。

所在地

営業時間

定休日

URL

所在地

営業時間

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

49 一草庵 紬 ☎ 055-237-5778

一草庵紬の味をご自宅でもどうぞ。
テイクアウトメニューの中でも人気の「だし巻き
卵サンド」を併せてお召し上がりください。

①蕎麦(二人前・つゆ付)

②だし巻き卵サンド

③天丼　　④親子丼

￥

★
事前予約無しの場合、30分程度お時間をいただくことがあ
ります。事前の電話予約がおススメです。
来店時間に合わせてご用意いたします。

お店

から

https://www.instagram.com/issouan_tsumugi/?hl=ja
http://www.kamameshi-tanuki.net/sp/


甲府市丸の内2-2-6

12:00～14:00　16:00～20:00

日、祝

https://r.gnavi.co.jp/n635300/

★

東光寺3-13-25

11:00～20:00(19:00 LO)

第4火曜日

お店

から

所在地

営業時間

定休日

URL

甲府商工会議所http://kofucci.or.jp055-233-2241 2020/5/27 更新

お米県産米・山梨産ワインで
仕上げたデミグラスソース使用。

52 ワインクラブ ☎ 055-222-1818

①ビーフシチュー

②ハンバーグ御膳

￥
2,160円

1,860円

★
要電話予約。注文は当日１０時まで受。
（配達は１８時半までのお渡し）
合計金額１万円以上にて甲府市全域へ配達可能。

★

･事前のご予約推奨。当日､ご来店時のご注文は､ご注文順にお作り致します｡
･ご注文受付時間　12:00～14:00    16:00～19:00
･お渡し時間　　　12:00～14:00　　16:00～20:00
･ご予算､人数など､ご希望に合わせてお作り可能です｡
ご予約優先となりますので､その時の状況によって異なります｡

①ローストビーフと北杜市産野菜

　　　　　　～バラの花仕立～（2～3人前）

②オードブル盛り合わせ（2～3人前)

③煮込みハンバーグ（3個入）

④桜エビとクレソンの白味噌キッシュ

⑤信玄鶏とラタトゥイユペンネ

⑥クリームチーズの味噌漬け

￥

①2,000円　②1,800円　(①、②ご予約のみ)

③700円　　④300円　※ホールは要予約(1,500円)

⑤1,000円　⑥600円

※金額は全て税別

所在地

営業時間

定休日

URL

お店

から

〔お家de十四番♪〕

当店人気の「クリームチーズの味噌漬け」がテイクアウトメニューになりました。

おうちごはんが幸せな時間になるように、美味しいお酒やワインもボトル・量り売り

で販売致します。お肉や野菜中心のメニューで、大人から子供まで、ご家族みんなで

楽しんでいただけたら幸いです。

買って応援！食べて応援！おうちdeグルメ

51 十四番目の月 ☎ 055-236-3117

https://r.gnavi.co.jp/n635300/

