
住　　所： 出雲市平田町951-5
T　E　L： 0853-63-1984
営業時間： 17:00～23:00
 昼食予約制
定 休 日： 水曜日

MenuMenu
和風 萩乃屋 わふう はぎのや

和風 萩乃屋

コース料理には鮨が付いていま
す。
その他にも単品料理があります。

・おまかせコース萩 3,350円
・雪 ………………… 3,850円
・潤 ………………… 4,450円
折詰寿司
・上握り …………… 2,930円
・中握り …………… 2,430円
・並握り …………… 1,860円
・ちらし寿司 ……… 1,550円
・盛り合せ ………… 1,550円

（容器代込み）　

テイクアウト歓迎
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住　　所： 出雲市平田町
 美野町517-1
T　E　L： 0853-67-0855
instagram:@sanriba517
営業時間： 11:00～14:00
 17:00～21:00
定 休 日： なし

MenuMenu
和風レストラン 山里波 さんりば

料理の道一筋の料理長が地元食材
を用いた和食料理を提供しておりま
す。店内ではヒレカツ、ハンバーグ、
鶏の唐揚げ、鍋焼きうどん、焼肉定食
といった幅広い世代から好まれるメ
ニューをご用意しております。また、
テイクアウトにも力を入れておりま
すので、右記を参考に是非ご注文く
ださい。

★山里波定食という懐石料理
が人気No1の商品となっ
ております。・カレーライス …… 700円

・色彩弁当 ………… 750円
・和風ハンバーグ弁当… 750円
・若鶏の唐揚げ弁当… 700円
・エビフライ弁当   …700円
・親子丼 …………… 750円
・カツ丼 …………… 800円
・ソースカツ丼 …… 800円
・天丼 ……………… 800円
・だし巻きたまご   … 350円
・若鶏の唐揚げ …… 530円
・オードブル（3～4人前）  

…………………… 3,000円
・会合用折（仕出し弁当）  

……… 1,000円～5,000円
         （予算に応じて対応します）   

・会合用折とオードブルは、必ず前日までの事前予約をお願いします。
・テイクアウト弁当は営業時間内（11:00～14:00、17:00～21:00）に
ご来店頂ければ対応できますが、事前にご連絡いただければお待たせ
することなくお渡しすることが可能です。
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（価格は全て税別）

和風レストラン
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平田街周辺
MAP

料理 以久満

❺カフェレスト マチエール料理仕出し つねまつ

そば処・ 喜多縁

❷大虎

❸お野菜キッチン
　 LittleAlice

和風 萩乃屋

ラーメンうまいぞ 武蔵 平田店

❻きんとき 幸寿し

ホテル ほり江

料亭 ほり江

日本料理 おかや

風風ラーメン 平田店

❽仕出し 割烹 本庄屋

文吉 たまき

❼ごはん屋 棉の花

寿し処 こいし

有限会社 原料理店

発行元

平田商工会議所
観光サービス部会（商工振興係）

〒691-0001
島根県出雲市平田町 2280-1
TEL:0853-63-3211
hchamber@hirata-cci.or.jp

平田商工会議所
ホームページ

平田商工会議所
Facebook

【雲州平田】
観光プロモーション
YouTube
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和風レストラン山里波

❾翠苑 平田店

地産地相酒場 たかの屋
松江 伊勢宮

有限会社 よふきや❹カチャカチャDO 平田店

❶一畑山コテージ 茶房 空

住所：松江市伊勢宮町501
たかの屋の店舗は
伊勢宮にあります。

ローソンローソン

平田
商工会議所
平田
商工会議所山陰合同銀行

平田支店
山陰合同銀行
平田支店

飲食店応援企画
総力特集

2022 年 2 月　発行

HIRATAinお持ち帰りグルメ特集
今回も平田商工会議所では、今般の新型コロナウイルス感染状況拡大を受け、

テイクアウト(お持ち帰り）に力を入れている飲食店をご紹介します。
当所HP等にも掲載しておりますのでご覧ください。

ぜひご利用いただきますようお願いいたします。

平田商工会議所

※掲載内容は発行時のものとなっておりますので、変更の可能性がございます。
　詳細につきましては、各店舗へお問合せください。

当所HPは
こちら

発行元
平田商工会議所観光サービス部会

（商工振興係）
〒691-0001 島根県出雲市平田町 2280-1
TEL:0853-63-3211

住　　所： 出雲市平田町1064
T　E　L： 0853-63-3468
営業時間： 17:00～23:00
定 休 日： 原則　毎日曜日

MenuMenu
大 虎 おおとら

大 虎
お お  と ら

おひとりからご家族、お友だち、
小宴会（10名まで）お客様のご要
望にお応えできる料理をと、努め
ています。お刺身、魚料理、肉料
理、串焼、その他当店独自の一品
料理をぜひご賞味ください。

★テイクアウト、デリバリー
のオードブルやお弁当等、
全て店内で手作りのオスス
メ、お得な料理です。

・弁当 ………………800円～
・折詰 …………… 1,000円～
・オードブル …… 4,000円～
・串焼盛合せ …… 2,500円～

・単　品
鶏唐揚・手羽塩焼・コロッ
ケ・牛タン塩焼・サイコロス
テーキ・スパそば・玉子豆腐
等

（400円～800円・ご予算次第）

通年提供
（原則、前日午前中まで
に予約、個数によって
は、前々日、予めなるべ
く早い予約を）
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住　　所： 出雲市国富町762-2
T　E　L： 0853-63-3961
営業時間： 8:30～20:30
定 休 日： 毎週木曜日

MenuMenu
カフェレスト マチエール

カフェレスト

マチエール

平日のお昼限定ながら日替サー
ビスランチ（コーヒー付）を行って
おり、常連さんはもとより皆様に
ご利用いただいております。
食材等の値上がりが続くなか工
夫と根性で頑張っておりますの
で、是非ご来店を!!

★65才以上の方限定（16：00
～19：00）の間、食後の
コーヒーサービス実施中・定食　　　・スパゲティー

・ピラフ　　・カレー
・焼きそば　・丼物　等

汁物以外はテイクアウトOK
詳細メニュー内容は多数の
為お電話ください。

木曜日以外
9：00～18：30まで
受付可能
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カチャカチャDO
平田店

住　　所： 出雲市園町1412-1
T　E　L： 0853-62-0930
営業時間： 平日
 11：00～14：30
  17：00～21：00
 土・日・祝日
 11：00～21：00
定 休 日： 火曜日（祝日は営業）

MenuMenu
カチャカチャDO平田店

広島風お好み焼を注文受けて焼
き、アツアツを召し上がっていた
だきます。

創業67年老舗の居酒屋。
先代から受け継いだ関西風
のおでんを守り続けて1年
中味わえる。
寿し職人としても50年。シ
ャリは奥出雲仁多米使用。
良心的な値段で満足してい
ただける、豊富な居酒屋メ
ニュー、昼定食も是非味わ
って頂きたい。

・特製カチャカチャ
  スペシャル焼き… 1,050円

・牛すじ肉玉焼き
…………………… 1,250円

・トマトチーズ肉玉（麺なし）
…………………… 1,050円

・ホワイトチーズ焼き 
 …………………… 1,050円

・肉玉焼き …………750円
・エビマヨ焼き ……950円
・山芋ふわふわ焼き 750円
・焼きそば …………700円
・焼うどん …………700円
・その他

営業時間内

4

きんとき
幸寿し

住　　所： 出雲市平田町950-17
T　E　L： 0853-62-2170
営業時間： 夜17:00～22:00
 （ラストオーダー21:00）
 （昼定食　11:30～13：30）
定 休 日： 不定休
 （昼定食は日曜、祝日休み）

MenuMenu
きんとき 幸寿し きんとき こうずし

★1,000円以内で楽しめる
★ご予約がお勧めです。
   （当日でも可能）
★詳しくはお店にお問い合わ

せください。　　

★お持ち帰り歓迎

テイクアウト
・にぎり寿し（1人前）…… 1,500円

（他、細巻き各種）
・おでん（1個）………………160円

（20種類あり）
・焼とり（1人前・2本）………350円

（もも肉・鳥皮・豚バラ肉・砂肝）

・節分の日 ……………… 恵方巻
・土用の丑の日 うなぎの押し寿し

（要予約）
昼定食
・日替わり定食 ……………650円
・他、丼物・焼魚・生姜焼
  （アフターコーヒー付）
1,000円以内で楽しめる
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お野菜キッチン

LittleAlice

★冬場限定　特製甘酒
一畑薬師境内にあるお寺カフェ
です。
冬はまきストーブ、夏はお山の涼
しい風。自然の中ゆったりと過ご
せます。
地元の食材を使ったおぜんざ
い、抹茶とおやきセット、フラッ
ペ、甘酒等々、体も心もやさしく
整うカフェです。

★1月から24時間対応の
　自動販売機を
　設置しました。

お店OPEN日は、お弁当やオードブルなど、お値段に応じてご予約を承っております。
（営業日カレンダーは、Instagram、FB、まいぷれなどでご確認くださいませ）
24時間購入可能な自動販売機は、ドレッシング以外にも随時、色んな美味しいものが追
加されます。Instagram、FBなどに都度アップしますでチェックしてみてくださいませ。

住　　所： 出雲市小境町803
T　E　L： 0853-67-0211
営業時間： 9:00～16:00
定 休 日： なし（繁忙期休みあり）

MenuMenu
一畑山コテージ 茶房 空 さぼう くう

・甘酒 …………………350円
（板倉酒造特製）

・抹茶とおやきセット 500円
・黒文字茶とおやき  …500円
・ぜんざい（仁多餅）  …500円
・ブルーベリーアイス 300円
・抹茶スムージー ……400円
・ブルーベリースムージー

………………………400円
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住　　所： 出雲市斐川町上直江1421-3
T　E　L： 0853-31-4031
little-alice@gj8.so-net.ne.jp
営業時間： 11：00～
 なくなり次第終了
定 休 日： 不定休

MenuMenu
お野菜キッチンLittleAlice

おやさいきっちんりとるありす

1. 野菜たっぷり。
 体にやさしくておいしい。
2. 管理栄養士監修のもと、
 野菜ソムリエがプロデュース。
3. 『食べてきれいになれる』がいっぱい。
4. ダイエット中にもオススメ！
 とってもヘルシー！
5. 地産地消にこだわった食材たち。
6. 『少しずついっぱい食べたい』
 わがままにこたえます。
7. すべてテイクアウト可能。
 お好きな場所で楽しんで。

自動販売機メニュー
・黒ドレッシング …… 700円

（詰替用600円）
・白ドレッシング …… 700円

（詰替用600円）
・スパイスドレッシング  … 700円
・豆乳バーニャカウダドレッシング 

………………………… 700円
・中東の調味料
   ナッツ＆スパイスのデュカ
………………………… 800円

・無添加スムージー    …250円
・ベーグルサンド …… 500円～
店舗メニュー
・おかずとご飯を選べるお弁当 

………………………… 750円
・惣菜 ……………… 210円～

3

通年提供（お正月不可）
9:00～16:30

（テイクアウト）

茶房 空
一畑山コテージ

（価格は全て税込）



住　　所： 出雲市平田町2390-3
T　E　L： 0853-63-3167
営業時間： 10:00～14:00
定 休 日： 月曜日

MenuMenu
日本料理 おかや

★お弁当には、ご飯・サラダ・
出汁巻き玉子などが付きま
す。

★すべて税込価格です。
テイクアウト&デリパリーメニュー
お弁当
・力ツ井 ……………………980円
・豚生姜焼き ………………880円
・豚ロース力ツ ……………980円
・ミックスフライ …………980円
（海老、野菜、鶏肉、白身魚）

・天ぷら ………………… 1,080円
（海老2尾、野菜、白身魚）

・うなぎかば焼き ……… 2,280円
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期間限定
予約のみ

・のどぐろ幽庵焼き …… 2,500円
（※予約は、2日前まで受け付けます）
・お子様ニコニコ弁当 ……600円
（おにぎり、鶏唐、大エビマヨ、サラダ、ポテトフライ、フルーツ）
・幕ノ内弁当 …………… 1,580円

住　　所： 出雲市平田町2415-1
T　E　L： 0853-62-9191
営業時間： 日～木　11:00～22:00
 金・土　11:00～24:00
 　季節により変更あり
定 休 日： 不定休

MenuMenu
風風ラーメン 平田店 ふうふうらーめん

風風ラーメン
平田店

一番人気は主力の豚骨ラーメン!
季節によって新メニューが期間限
定で登場。
何より焼飯が美味しいとリピー
ター多数！ぜひお越しください。

★平日はお得なランチがあり
ます（日替り）

・からあげ弁当 ………500円
・チキン南蛮弁当 ……550円
・からあげ丼 …………450円
　各種大盛＋50円
・風平焼飯弁当 ………650円
  （大盛不可）

・とんこつラーメン……747円

・みそラーメン ………747円
・しょうゆラーメン……826円
・油そば ………………826円
・唐揚げ（秘伝ダレ）20個

…………………… 1,788円

・オードブル
　Aセット ………… 1,500円
　Bセット ………… 1,300円

（すべて税込）

・お持ち帰り限定
・忙しい時間帯はお時間がかかる場合が

あります。
  電話予約いただくとスムーズです。
・大人気オードブルあります。
・みんなでシェア、一人で満腹!
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住　　所： 出雲市平田町1150-1
T　E　L： 0853-63-2478
営業時間： 9:00～
定 休 日： 不定休

MenuMenu
仕出し 割烹 本庄屋  ほんじょうや

昼と夜、各1組様限定の完全貸し
切りで営業していますので、他の
お客様を気にすることなくプライ
ベート空間でゆっくりとお食事を
お楽しみください。
完全予約制でご予約の2日前ま
でにご連絡ください。

★平田名産の豆腐かまぼこを
はじめ、各種かまぼこも販
売しております。仕出し　本庄屋

・特製弁当 ………500円～
・松花堂弁当    …2,000円～
・キッズ弁当 ……400円～
・折詰 ………… 1,000円～
・オードブル     3,000円～
（その他、ご要望にお応えいたします）

割烹　本庄屋
・料理 ………… 3,000円～
・松花堂弁当    …2,000円～
・ご希望によりお鍋等の
  コースも承ります。
※席料、サービス料別途

仕出し 本庄屋 営業時間：9時～19時（前日までのご予約をお願い致します）
 配達可能（旧平田市全域、斐川町旧出雲市の一部）
 その他エリアもご相談下さい
割烹 本庄屋 営業時間：10時～23時　お客様のご予約のお時間に合わせて営業
 （2日前までのご予約をお願い致します）
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住　　所： 出雲市美野町1662-1
T　E　L： 0853-69-1111
営業時間： 11:00～20:00
定 休 日： 毎週月曜日

（祝日の場合は翌日火曜日がお休みとなります）

MenuMenu
翠苑 平田店 すいえん

翠苑 平田店
すい えん

宍道湖を眺めながらお食事が
出来る最高のロケーション。
30年変わらない味、担々麺を
始め四川料理を主に提供して
います。

★平日（火曜日～金曜日）店主
こだわりの翠苑ランチ。

　9種類のおかずが召し上が
れます。3種類は週変わり
です。（15食限定）

・オードブル
　3名様用 ………… 3,888円
　4名様用 ………… 5,184円
・お弁当各種 ………680円～
・チャーハン …………788円
・あんかけ焼きそば  …950円
・あんかけ揚げそば  …972円
・エビチリチャーハン 1,188円
単品
・エビのマヨネーズソース和え

………………………864円
・鶏の唐揚げ（2個）   …367円
・ハーブチキン揚げ …972円
・豚肉とピーマンの炒め 788円
・豚肉とニンニクの茎炒め 842円
・豚肉とキャベツの味噌炒め 842円
・酢豚 …………………810円
・エビチリ ……………950円
・麻婆豆腐・四川麻婆豆腐 778円
・ひとくち餃子（10個）    475円

住　　所： 松江市伊勢宮町501
 アルコラカーサ1階
平田営業拠点： 出雲市鹿園寺町301-27
 （㈱MDK）
T　E　L： 0852-67-6673
営業時間： 11:30～14:00
 17:30～23:30
定 休 日： 日曜日

MenuMenu
地産地相酒場 たかの屋

山陰の食材を中心に使用した創作和食宴会
料理のお店です。
御一人様から団体様まで各種宴会等、またお
得なランチ、定食などもあります。
お昼や夕方にはお弁当その他の移動販売や
予約販売を行っており、特製カレーや用途や
お好みに合わせたお弁当、オードブル、すし盛
りなどございます。
移動販売車による、イベントサポートや、企業
様のお昼時間の応援も致します。

★特製牛すじカレーには、
様々なトッピングも可能で
す。お肉がはみ出す特製W
お肉バーガーも人気です。

お弁当
・日替り弁当 ……………… 600円
・たかの屋幕の内 ………… 700円
・のっけ盛り弁当 ………… 600円
・牛すじカレー …………… 600円
　各種トッピング
　　とんかつ …………… 200円
　　鶏唐揚げ …………… 200円
　　白身魚フライ………… 150円
　　コロッケ …………… 150円
　　素揚げ野菜 ………… 100円

単　品
・焼きのりとシラスの出し汁玉子焼き 800円
・大山鶏モモ肉黒胡椒焼   800円
・奥出雲ポーク角煮 ……… 800円
・島根和牛ミニステーキ 1,900円
・天ぷら盛り合わせ ……… 900円
・松江おでん5種盛り …… 800円
・Wお肉バーガー ………… 350円

お昼のお弁当の注文は、前日の18時までのご予約です。
お弁当の配達は10時30分～12時30分の間です。事前に要確認。
お弁当その他の無料配達は、5個または4,000円以上より承ります。
ご予約の場合は日曜日の販売もできますので、お問い合わせください。
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住　　所： 出雲市平田町989-4
T　E　L： 0853-31-4259
営業時間： 水～日
 11：30～14：00
 17：30～21：00

 月　11：30～14：00
定 休 日： 火曜日
http：//www.sobadocoro-kitaen.com
　　　/bin/index.cgi

MenuMenu
そば処・ 喜多縁 そばどころ きたえん

当店では出雲そばの定番、割子
そば、釡揚げそばに加え、鴨南蛮
そばや生湯葉そばなど豊富なメ
ニューがあり、夜は、そばに加え
て一品料理や宴会用の会席コー
ス、鴨鍋コース、ちゃんこ鍋コー
スなどもご用意しています。

★前日までの予約が
　必要です。

・天丼 …………………700円
・チャーシュー丼 ……700円
・五目ごはん …………220円
・まかないそば ………920円
・割子そば ……………840円
・癒しのそば茶プリン 320円

LINE会員には月替わり
そばが100円引きです。
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仕出し 割烹

住　　所： 出雲市平田町841
 （木綿街道交流館）
T　E　L： 0853-62-2631
営業時間： 11：00～14：00
 （予約受付時間9:00～17:00）
定 休 日： 火曜日

MenuMenu
ごはん屋 棉の花 わたのはな

棉の花
ご は ん 屋

こいし
寿 し 処

★彩り豊かに盛り合わせた九
枡の折詰弁当（1,000円～）
が皆様にご好評いただいて
います。会合やイベント等
様々なシーンにご利用くだ
さい。

・折詰弁当 …… 1,000～3,500円
・オードブル ………… 3,000円～

 【前々日17時までのご予約】　

お手軽弁当
・唐揚げ弁当 ……………… 600円
・とんかつ弁当 …………… 600円
・ハンバーグ弁当 ………… 600円
・焼き魚弁当 ……………… 600円
・焼肉弁当 ………………… 650円

  【前日17時までのご予約】　
カレー弁当
・出西生姜カレー弁当 …… 600円
・カツカレー弁当 ………… 810円
・エビフライカレー弁当 …… 810円
・出西生姜カレー
  ルーのみのお持ち帰り …… 430円

  【当日10時までのご予約】　

7
木綿街道の観光案内所 木綿
街道交流館内の和風のお食
事処です。定食もお持ち帰り

（各種折詰弁当、オードブル
など）も、手間を惜しまずに
店内調理し、安全で美味しい
お料理をお召し上がりいた
だけます。

住　　所： 出雲市平田町
 ラーバン中ノ島7355
T　E　L： 0853-62-9789
営業時間： 11:00～
 13:30　ラストオーダー
 18:00～
 20:30　ラストオーダー
定 休 日： 水曜日

MenuMenu
寿し処 こいし

地元でとれた魚を店長自ら仕入
れてお出しします。
またシャリも雲南のコシヒカリを
使用しています。

★特に冬は、底曳き船もあり
魚種が豊富です。

・花　1人前 ……… 1,200円

・月　1人前 ……… 1,200円

・みやひ　1人前   … 1,800円

・店長おまかせ握り
………… 1人前　1,000円

10

※10個以上は配達いたします。
　配達地域はご相談ください。
※水曜日のご注文は月曜夕方までにお願いします。

（価格はすべて税込）

（価格はすべて税込）

※パック代を頂きます。
当日予約
お昼受け渡し　
➡　9:30までにご連絡ください。
夜受け渡し
➡　19:00までにご連絡ください。

（ 　　　　　　　　　　）そば等一般営業は20:00、
宴会等は21:00

住　　所： 出雲市国富町447
T　E　L： 0853-63-2849
thunemathu washoku
営業時間： 11:00～14:00
  17:00～21:00
定 休 日： 水曜日

MenuMenu
料理仕出し つねまつ

料理仕出し

つねまつ

・ 月ごとにメニューが変わる
  ランチをやっています。
・ その他個室で懐石のお料理も
  お楽しみ頂けます。
・ 値段に応じた料理もお届け
   します。

★3種の700円弁当
★1,500円お座敷ランチ

・テイクアウト弁当
  3種類 ………………700円
　カレー/カツ卵とじ/
　ミートボール

その他、値段にあわせてお
作りします。

通年提供
テイクアウト、仕出し料
理、配達無料です。
水曜日、定休日です。

22

原料理店
有限会社

住　　所： 出雲市平田町892-8
T　E　L： 0853-62-2222
営業時間： 11:00～20:00
定 休 日： 不定休

MenuMenu
有限会社 原料理店

イチオシ地元の食材を使用、焼き
物は炭火焼、煮物は椎茸・北海道
産昆布等で出汁を取り、添加物不
使用です。
特別な日も、なんてことない日常
のお食事にも、美味しいお料理と
お酒でおもてなしいたします。感
染症対策にも配慮しています。

★慶弔、各種会合用折
　承ります（要予約）

・料理折 ………… 3,240円
・オードブル …… 6,000円
・ちらし寿司弁当    600円
・弁当 …………… 1,000円 
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ホテルほり江

料亭ほり江

住　　所： 出雲市平田町
 片原789-17
T　E　L： 0853-25-7951（店舗）
https://linktr.ee/tamakiseimen
営業時間： 11：00～20：30
 （20：00L.O.）
定 休 日： 不定休

MenuMenu
文吉 たまき ぶんきち　たまき

文吉 たまき

江戸から明治にかけて全国に名を
馳せた平田うどんを「文吉うどん」
として復刻させました！ 
ツルっとしたのど越しとコシのあ
る食感が洋風アレンジとピッタリ！
また「うどんのたまき」の定番メ
ニューもお召し上がり頂けます♪

★大人気「うどん定食」もテイ
クアウト可能になりました!

★1回200円 
★旧平田市内・ご注文数10個

以上は配送料無料

★期間限定 ! 肉好きの方にお
ススメの「島根和牛会席」。

・うどん定食 ………… 712円
・うどん単品 ………… 486円
・しょけめしおにぎり …300円
・しょけめし1人前 …… 280円
・しょけめし2人前 …… 561円
・黒酢弁当 …………… 810円
・からあげ弁当 ……… 756円
・とんかつ弁当 ……… 756円
・たまき弁当 ………… 756円
・うどん弁当 ………… 648円
・そば弁当 …………… 756円
・ざるうどん ………… 540円
・ざるそば …………… 648円
・丼各種 ……………… 734円
　（かつ丼 ・親子焼肉天とじ）

営業時間内であればいつ
でもテイクアウトOK
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住　　所： 出雲市平田町2069-2
T　E　L： 0853-62-2430
https：//ryotei-horie.com/
営業時間： 10:00～21:00
定 休 日： 火曜日

MenuMenu
料亭ほり江 りょうてい　ほりえ

日本庭園を望みながら、季節に
合わせ厳選した特別メニューで
皆様をお迎えいたします。ご婚
礼などのお祝いや、ご法要・各種
ご宴会など皆様の大切な日、特
別な日を料亭ほり江でお過ごし
ください。

ご婚礼・お祝い・ご法要・各種ご
宴 会 など用 途に合 わ せ 、四 季
折々の食材をふんだんに使用し
たお料理でおもてなしいたしま
す。宴会場は、少人数から大人数
までの各洋室と、約20名様がご
利用できる和室がございます。

★テイクアウト、旬の食材を
使用した「料理長オススメ
会席」を是非当館でご堪能
くださいませ。

・お祝い、ご法要など折
………………… 3,000円～

・お弁当
………………… 1,500円～

※5個より承ります。
・オードブル（5人前）　

………………… 5,000円～
・会席仕出し   …4,000円～

（お膳無料貸出し致します）

その他、料理内容・ご予算等
お気軽にご相談くださいま
せ。（価格は全て税別）

通年提供（要予約）
出雲市内配達致します。
ご予約は、3日前までに
お願い致します。
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住　　所： 出雲市平田町1826-20
T　E　L： 0853-62-2218
https：//hotel-horie.com/
営業時間： 10:00～21:00
定 休 日： 元旦

MenuMenu
ホテルほり江

・お祝い、ご法要など折
………………… 3,000円～

・お弁当 ………… 1,500円～
・オードブル …… 5,000円～
・会席仕出し …… 4,000円～

（お膳無料貸出し致します）

その他、料理内容・ご予算等
お気軽にご相談くださいま
せ。（価格は全て税別）
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住　　所： 出雲市小境町411-4
T　E　L： 0853-67-0804
yofukiya.com
https：//www.instagram.com／yofukiya
営業時間： 11:00～14:00
  17:00～20:00（L.O）
定 休 日： 不定休

MenuMenu
有限会社 よふきや

よふきや
有限会社

武 蔵
ラーメンうまいぞ

料理 以久満

★おすすめは、一番人気の
　海鮮丼!

・海鮮丼 ………………… 1,100円
・    〃   ごはんなし …… 1,000円
・豚生姜焼き丼 …………… 650円
・からあげ丼 ……………… 650円
・べべめし ………………… 750円
・鯛めし …………………… 850円
・おまかせ弁当 ………… 500円～
・オードブル ………… 3,000円～

・各種会合などの折詰や法事弁当 
  も承ります。
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宍道湖を眺めながら食事を
お楽しみいただけます。
大・小個室もあります。
宴会、法事、お祝いの会食も
承ります。

住　　所： 出雲市平田町1581-1
T　E　L： 0853-63-3933
ramen__musashi（インスタ）
営業時間： 11:00～20:00
定 休 日： 火曜日

MenuMenu
ラーメンうまいぞ 武蔵 平田店

むさし

地元の麺を使った極上スサノオ
ラーメンや、ニンニクの効いたオ
リジナルのピリ辛ラーメンがオス
スメです。
自家製のチャーシュー等のテイク
アウトも可能です。

★平日はラーメンに半ライス
（無料）が付きます。

持ち帰りメニュー
・焼餃子 ………………270円
・鶏唐揚（1個） ………100円
・チャーシュー（1本） 1,980円

19

住　　所： 出雲市平田町2236-8
T　E　L： 0853-62-2248
営業時間： 17:00～
定 休 日： 不定休

MenuMenu
料理 以久満 りょうり いくま

★前日までのご予約
 （夕方の出前の場合、当日朝

でも対応可能）
★3,000円以上で配達無料、
　猪鍋セットは配送OK
★全国発送致します

・江戸前鮨 …… 2,000円～

・江戸前バラちらし鮨…
………………… 1,500円～

・特選太巻き …… 1,800円

・猪鍋セット（出雲そば付き） 
…………………… 2,500円
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通年提供（要予約）
出雲市内配達致します。
ご予約は、3日前までに
お願い致します。

営業時間内であれば
テイクアウト可能。
お電話にてご予約
頂くとスムーズです。

通年提供
配達要相談
事前に予約をお願いします。
店内メニューもテイクアウト
できます。

（価格はすべて税込）

（価格は全て税別）

ちらし寿司弁当

オードブル



住　　所： 出雲市平田町2390-3
T　E　L： 0853-63-3167
営業時間： 10:00～14:00
定 休 日： 月曜日

MenuMenu
日本料理 おかや

★お弁当には、ご飯・サラダ・
出汁巻き玉子などが付きま
す。

★すべて税込価格です。
テイクアウト&デリパリーメニュー
お弁当
・力ツ井 ……………………980円
・豚生姜焼き ………………880円
・豚ロース力ツ ……………980円
・ミックスフライ …………980円
（海老、野菜、鶏肉、白身魚）

・天ぷら ………………… 1,080円
（海老2尾、野菜、白身魚）

・うなぎかば焼き ……… 2,280円
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期間限定
予約のみ

・のどぐろ幽庵焼き …… 2,500円
（※予約は、2日前まで受け付けます）
・お子様ニコニコ弁当 ……600円
（おにぎり、鶏唐、大エビマヨ、サラダ、ポテトフライ、フルーツ）
・幕ノ内弁当 …………… 1,580円

住　　所： 出雲市平田町2415-1
T　E　L： 0853-62-9191
営業時間： 日～木　11:00～22:00
 金・土　11:00～24:00
 　季節により変更あり
定 休 日： 不定休

MenuMenu
風風ラーメン 平田店 ふうふうらーめん

風風ラーメン
平田店

一番人気は主力の豚骨ラーメン!
季節によって新メニューが期間限
定で登場。
何より焼飯が美味しいとリピー
ター多数！ぜひお越しください。

★平日はお得なランチがあり
ます（日替り）

・からあげ弁当 ………500円
・チキン南蛮弁当 ……550円
・からあげ丼 …………450円
　各種大盛＋50円
・風平焼飯弁当 ………650円
  （大盛不可）

・とんこつラーメン……747円

・みそラーメン ………747円
・しょうゆラーメン……826円
・油そば ………………826円
・唐揚げ（秘伝ダレ）20個

…………………… 1,788円

・オードブル
　Aセット ………… 1,500円
　Bセット ………… 1,300円

（すべて税込）

・お持ち帰り限定
・忙しい時間帯はお時間がかかる場合が

あります。
  電話予約いただくとスムーズです。
・大人気オードブルあります。
・みんなでシェア、一人で満腹!
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住　　所： 出雲市平田町1150-1
T　E　L： 0853-63-2478
営業時間： 9:00～
定 休 日： 不定休

MenuMenu
仕出し 割烹 本庄屋  ほんじょうや

昼と夜、各1組様限定の完全貸し
切りで営業していますので、他の
お客様を気にすることなくプライ
ベート空間でゆっくりとお食事を
お楽しみください。
完全予約制でご予約の2日前ま
でにご連絡ください。

★平田名産の豆腐かまぼこを
はじめ、各種かまぼこも販
売しております。仕出し　本庄屋

・特製弁当 ………500円～
・松花堂弁当    …2,000円～
・キッズ弁当 ……400円～
・折詰 ………… 1,000円～
・オードブル     3,000円～
（その他、ご要望にお応えいたします）

割烹　本庄屋
・料理 ………… 3,000円～
・松花堂弁当    …2,000円～
・ご希望によりお鍋等の
  コースも承ります。
※席料、サービス料別途

仕出し 本庄屋 営業時間：9時～19時（前日までのご予約をお願い致します）
 配達可能（旧平田市全域、斐川町旧出雲市の一部）
 その他エリアもご相談下さい
割烹 本庄屋 営業時間：10時～23時　お客様のご予約のお時間に合わせて営業
 （2日前までのご予約をお願い致します）
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住　　所： 出雲市美野町1662-1
T　E　L： 0853-69-1111
営業時間： 11:00～20:00
定 休 日： 毎週月曜日

（祝日の場合は翌日火曜日がお休みとなります）

MenuMenu
翠苑 平田店 すいえん

翠苑 平田店
すい えん

宍道湖を眺めながらお食事が
出来る最高のロケーション。
30年変わらない味、担々麺を
始め四川料理を主に提供して
います。

★平日（火曜日～金曜日）店主
こだわりの翠苑ランチ。

　9種類のおかずが召し上が
れます。3種類は週変わり
です。（15食限定）

・オードブル
　3名様用 ………… 3,888円
　4名様用 ………… 5,184円
・お弁当各種 ………680円～
・チャーハン …………788円
・あんかけ焼きそば  …950円
・あんかけ揚げそば  …972円
・エビチリチャーハン 1,188円
単品
・エビのマヨネーズソース和え

………………………864円
・鶏の唐揚げ（2個）   …367円
・ハーブチキン揚げ …972円
・豚肉とピーマンの炒め 788円
・豚肉とニンニクの茎炒め 842円
・豚肉とキャベツの味噌炒め 842円
・酢豚 …………………810円
・エビチリ ……………950円
・麻婆豆腐・四川麻婆豆腐 778円
・ひとくち餃子（10個）    475円

住　　所： 松江市伊勢宮町501
 アルコラカーサ1階
平田営業拠点： 出雲市鹿園寺町301-27
 （㈱MDK）
T　E　L： 0852-67-6673
営業時間： 11:30～14:00
 17:30～23:30
定 休 日： 日曜日

MenuMenu
地産地相酒場 たかの屋

山陰の食材を中心に使用した創作和食宴会
料理のお店です。
御一人様から団体様まで各種宴会等、またお
得なランチ、定食などもあります。
お昼や夕方にはお弁当その他の移動販売や
予約販売を行っており、特製カレーや用途や
お好みに合わせたお弁当、オードブル、すし盛
りなどございます。
移動販売車による、イベントサポートや、企業
様のお昼時間の応援も致します。

★特製牛すじカレーには、
様々なトッピングも可能で
す。お肉がはみ出す特製W
お肉バーガーも人気です。

お弁当
・日替り弁当 ……………… 600円
・たかの屋幕の内 ………… 700円
・のっけ盛り弁当 ………… 600円
・牛すじカレー …………… 600円
　各種トッピング
　　とんかつ …………… 200円
　　鶏唐揚げ …………… 200円
　　白身魚フライ………… 150円
　　コロッケ …………… 150円
　　素揚げ野菜 ………… 100円

単　品
・焼きのりとシラスの出し汁玉子焼き 800円
・大山鶏モモ肉黒胡椒焼   800円
・奥出雲ポーク角煮 ……… 800円
・島根和牛ミニステーキ 1,900円
・天ぷら盛り合わせ ……… 900円
・松江おでん5種盛り …… 800円
・Wお肉バーガー ………… 350円

お昼のお弁当の注文は、前日の18時までのご予約です。
お弁当の配達は10時30分～12時30分の間です。事前に要確認。
お弁当その他の無料配達は、5個または4,000円以上より承ります。
ご予約の場合は日曜日の販売もできますので、お問い合わせください。
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住　　所： 出雲市平田町989-4
T　E　L： 0853-31-4259
営業時間： 水～日
 11：30～14：00
 17：30～21：00

 月　11：30～14：00
定 休 日： 火曜日
http：//www.sobadocoro-kitaen.com
　　　/bin/index.cgi

MenuMenu
そば処・ 喜多縁 そばどころ きたえん

当店では出雲そばの定番、割子
そば、釡揚げそばに加え、鴨南蛮
そばや生湯葉そばなど豊富なメ
ニューがあり、夜は、そばに加え
て一品料理や宴会用の会席コー
ス、鴨鍋コース、ちゃんこ鍋コー
スなどもご用意しています。

★前日までの予約が
　必要です。

・天丼 …………………700円
・チャーシュー丼 ……700円
・五目ごはん …………220円
・まかないそば ………920円
・割子そば ……………840円
・癒しのそば茶プリン 320円

LINE会員には月替わり
そばが100円引きです。

11

9

仕出し 割烹

住　　所： 出雲市平田町841
 （木綿街道交流館）
T　E　L： 0853-62-2631
営業時間： 11：00～14：00
 （予約受付時間9:00～17:00）
定 休 日： 火曜日

MenuMenu
ごはん屋 棉の花 わたのはな

棉の花
ご は ん 屋

こいし
寿 し 処

★彩り豊かに盛り合わせた九
枡の折詰弁当（1,000円～）
が皆様にご好評いただいて
います。会合やイベント等
様々なシーンにご利用くだ
さい。

・折詰弁当 …… 1,000～3,500円
・オードブル ………… 3,000円～

 【前々日17時までのご予約】　

お手軽弁当
・唐揚げ弁当 ……………… 600円
・とんかつ弁当 …………… 600円
・ハンバーグ弁当 ………… 600円
・焼き魚弁当 ……………… 600円
・焼肉弁当 ………………… 650円

  【前日17時までのご予約】　
カレー弁当
・出西生姜カレー弁当 …… 600円
・カツカレー弁当 ………… 810円
・エビフライカレー弁当 …… 810円
・出西生姜カレー
  ルーのみのお持ち帰り …… 430円

  【当日10時までのご予約】　

7
木綿街道の観光案内所 木綿
街道交流館内の和風のお食
事処です。定食もお持ち帰り

（各種折詰弁当、オードブル
など）も、手間を惜しまずに
店内調理し、安全で美味しい
お料理をお召し上がりいた
だけます。

住　　所： 出雲市平田町
 ラーバン中ノ島7355
T　E　L： 0853-62-9789
営業時間： 11:00～
 13:30　ラストオーダー
 18:00～
 20:30　ラストオーダー
定 休 日： 水曜日

MenuMenu
寿し処 こいし

地元でとれた魚を店長自ら仕入
れてお出しします。
またシャリも雲南のコシヒカリを
使用しています。

★特に冬は、底曳き船もあり
魚種が豊富です。

・花　1人前 ……… 1,200円

・月　1人前 ……… 1,200円

・みやひ　1人前   … 1,800円

・店長おまかせ握り
………… 1人前　1,000円

10

※10個以上は配達いたします。
　配達地域はご相談ください。
※水曜日のご注文は月曜夕方までにお願いします。

（価格はすべて税込）

（価格はすべて税込）

※パック代を頂きます。
当日予約
お昼受け渡し　
➡　9:30までにご連絡ください。
夜受け渡し
➡　19:00までにご連絡ください。

（ 　　　　　　　　　　）そば等一般営業は20:00、
宴会等は21:00

住　　所： 出雲市国富町447
T　E　L： 0853-63-2849
thunemathu washoku
営業時間： 11:00～14:00
  17:00～21:00
定 休 日： 水曜日

MenuMenu
料理仕出し つねまつ

料理仕出し

つねまつ

・ 月ごとにメニューが変わる
  ランチをやっています。
・ その他個室で懐石のお料理も
  お楽しみ頂けます。
・ 値段に応じた料理もお届け
   します。

★3種の700円弁当
★1,500円お座敷ランチ

・テイクアウト弁当
  3種類 ………………700円
　カレー/カツ卵とじ/
　ミートボール

その他、値段にあわせてお
作りします。

通年提供
テイクアウト、仕出し料
理、配達無料です。
水曜日、定休日です。

22

原料理店
有限会社

住　　所： 出雲市平田町892-8
T　E　L： 0853-62-2222
営業時間： 11:00～20:00
定 休 日： 不定休

MenuMenu
有限会社 原料理店

イチオシ地元の食材を使用、焼き
物は炭火焼、煮物は椎茸・北海道
産昆布等で出汁を取り、添加物不
使用です。
特別な日も、なんてことない日常
のお食事にも、美味しいお料理と
お酒でおもてなしいたします。感
染症対策にも配慮しています。

★慶弔、各種会合用折
　承ります（要予約）

・料理折 ………… 3,240円
・オードブル …… 6,000円
・ちらし寿司弁当    600円
・弁当 …………… 1,000円 
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ホテルほり江

料亭ほり江

住　　所： 出雲市平田町
 片原789-17
T　E　L： 0853-25-7951（店舗）
https://linktr.ee/tamakiseimen
営業時間： 11：00～20：30
 （20：00L.O.）
定 休 日： 不定休

MenuMenu
文吉 たまき ぶんきち　たまき

文吉 たまき

江戸から明治にかけて全国に名を
馳せた平田うどんを「文吉うどん」
として復刻させました！ 
ツルっとしたのど越しとコシのあ
る食感が洋風アレンジとピッタリ！
また「うどんのたまき」の定番メ
ニューもお召し上がり頂けます♪

★大人気「うどん定食」もテイ
クアウト可能になりました!

★1回200円 
★旧平田市内・ご注文数10個

以上は配送料無料

★期間限定 ! 肉好きの方にお
ススメの「島根和牛会席」。

・うどん定食 ………… 712円
・うどん単品 ………… 486円
・しょけめしおにぎり …300円
・しょけめし1人前 …… 280円
・しょけめし2人前 …… 561円
・黒酢弁当 …………… 810円
・からあげ弁当 ……… 756円
・とんかつ弁当 ……… 756円
・たまき弁当 ………… 756円
・うどん弁当 ………… 648円
・そば弁当 …………… 756円
・ざるうどん ………… 540円
・ざるそば …………… 648円
・丼各種 ……………… 734円
　（かつ丼 ・親子焼肉天とじ）

営業時間内であればいつ
でもテイクアウトOK
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住　　所： 出雲市平田町2069-2
T　E　L： 0853-62-2430
https：//ryotei-horie.com/
営業時間： 10:00～21:00
定 休 日： 火曜日

MenuMenu
料亭ほり江 りょうてい　ほりえ

日本庭園を望みながら、季節に
合わせ厳選した特別メニューで
皆様をお迎えいたします。ご婚
礼などのお祝いや、ご法要・各種
ご宴会など皆様の大切な日、特
別な日を料亭ほり江でお過ごし
ください。

ご婚礼・お祝い・ご法要・各種ご
宴 会 など用 途に合 わ せ 、四 季
折々の食材をふんだんに使用し
たお料理でおもてなしいたしま
す。宴会場は、少人数から大人数
までの各洋室と、約20名様がご
利用できる和室がございます。

★テイクアウト、旬の食材を
使用した「料理長オススメ
会席」を是非当館でご堪能
くださいませ。

・お祝い、ご法要など折
………………… 3,000円～

・お弁当
………………… 1,500円～

※5個より承ります。
・オードブル（5人前）　

………………… 5,000円～
・会席仕出し   …4,000円～

（お膳無料貸出し致します）

その他、料理内容・ご予算等
お気軽にご相談くださいま
せ。（価格は全て税別）

通年提供（要予約）
出雲市内配達致します。
ご予約は、3日前までに
お願い致します。
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住　　所： 出雲市平田町1826-20
T　E　L： 0853-62-2218
https：//hotel-horie.com/
営業時間： 10:00～21:00
定 休 日： 元旦

MenuMenu
ホテルほり江

・お祝い、ご法要など折
………………… 3,000円～

・お弁当 ………… 1,500円～
・オードブル …… 5,000円～
・会席仕出し …… 4,000円～

（お膳無料貸出し致します）

その他、料理内容・ご予算等
お気軽にご相談くださいま
せ。（価格は全て税別）
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住　　所： 出雲市小境町411-4
T　E　L： 0853-67-0804
yofukiya.com
https：//www.instagram.com／yofukiya
営業時間： 11:00～14:00
  17:00～20:00（L.O）
定 休 日： 不定休

MenuMenu
有限会社 よふきや

よふきや
有限会社

武 蔵
ラーメンうまいぞ

料理 以久満

★おすすめは、一番人気の
　海鮮丼!

・海鮮丼 ………………… 1,100円
・    〃   ごはんなし …… 1,000円
・豚生姜焼き丼 …………… 650円
・からあげ丼 ……………… 650円
・べべめし ………………… 750円
・鯛めし …………………… 850円
・おまかせ弁当 ………… 500円～
・オードブル ………… 3,000円～

・各種会合などの折詰や法事弁当 
  も承ります。

18
宍道湖を眺めながら食事を
お楽しみいただけます。
大・小個室もあります。
宴会、法事、お祝いの会食も
承ります。

住　　所： 出雲市平田町1581-1
T　E　L： 0853-63-3933
ramen__musashi（インスタ）
営業時間： 11:00～20:00
定 休 日： 火曜日

MenuMenu
ラーメンうまいぞ 武蔵 平田店

むさし

地元の麺を使った極上スサノオ
ラーメンや、ニンニクの効いたオ
リジナルのピリ辛ラーメンがオス
スメです。
自家製のチャーシュー等のテイク
アウトも可能です。

★平日はラーメンに半ライス
（無料）が付きます。

持ち帰りメニュー
・焼餃子 ………………270円
・鶏唐揚（1個） ………100円
・チャーシュー（1本） 1,980円
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住　　所： 出雲市平田町2236-8
T　E　L： 0853-62-2248
営業時間： 17:00～
定 休 日： 不定休

MenuMenu
料理 以久満 りょうり いくま

★前日までのご予約
 （夕方の出前の場合、当日朝

でも対応可能）
★3,000円以上で配達無料、
　猪鍋セットは配送OK
★全国発送致します

・江戸前鮨 …… 2,000円～

・江戸前バラちらし鮨…
………………… 1,500円～

・特選太巻き …… 1,800円

・猪鍋セット（出雲そば付き） 
…………………… 2,500円
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通年提供（要予約）
出雲市内配達致します。
ご予約は、3日前までに
お願い致します。

営業時間内であれば
テイクアウト可能。
お電話にてご予約
頂くとスムーズです。

通年提供
配達要相談
事前に予約をお願いします。
店内メニューもテイクアウト
できます。

（価格はすべて税込）

（価格は全て税別）

ちらし寿司弁当

オードブル



住　　所： 出雲市平田町951-5
T　E　L： 0853-63-1984
営業時間： 17:00～23:00
 昼食予約制
定 休 日： 水曜日

MenuMenu
和風 萩乃屋 わふう はぎのや

和風 萩乃屋

コース料理には鮨が付いていま
す。
その他にも単品料理があります。

・おまかせコース萩 3,350円
・雪 ………………… 3,850円
・潤 ………………… 4,450円
折詰寿司
・上握り …………… 2,930円
・中握り …………… 2,430円
・並握り …………… 1,860円
・ちらし寿司 ……… 1,550円
・盛り合せ ………… 1,550円

（容器代込み）　

テイクアウト歓迎
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住　　所： 出雲市平田町
 美野町517-1
T　E　L： 0853-67-0855
instagram:@sanriba517
営業時間： 11:00～14:00
 17:00～21:00
定 休 日： なし

MenuMenu
和風レストラン 山里波 さんりば

料理の道一筋の料理長が地元食材
を用いた和食料理を提供しておりま
す。店内ではヒレカツ、ハンバーグ、
鶏の唐揚げ、鍋焼きうどん、焼肉定食
といった幅広い世代から好まれるメ
ニューをご用意しております。また、
テイクアウトにも力を入れておりま
すので、右記を参考に是非ご注文く
ださい。

★山里波定食という懐石料理
が人気No1の商品となっ
ております。・カレーライス …… 700円

・色彩弁当 ………… 750円
・和風ハンバーグ弁当… 750円
・若鶏の唐揚げ弁当… 700円
・エビフライ弁当   …700円
・親子丼 …………… 750円
・カツ丼 …………… 800円
・ソースカツ丼 …… 800円
・天丼 ……………… 800円
・だし巻きたまご   … 350円
・若鶏の唐揚げ …… 530円
・オードブル（3～4人前）  

…………………… 3,000円
・会合用折（仕出し弁当）  

……… 1,000円～5,000円
         （予算に応じて対応します）   

・会合用折とオードブルは、必ず前日までの事前予約をお願いします。
・テイクアウト弁当は営業時間内（11:00～14:00、17:00～21:00）に
ご来店頂ければ対応できますが、事前にご連絡いただければお待たせ
することなくお渡しすることが可能です。
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（価格は全て税別）
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料理 以久満

❺カフェレスト マチエール料理仕出し つねまつ

そば処・ 喜多縁

❷大虎

❸お野菜キッチン
　 LittleAlice

和風 萩乃屋

ラーメンうまいぞ 武蔵 平田店

❻きんとき 幸寿し

ホテル ほり江

料亭 ほり江

日本料理 おかや

風風ラーメン 平田店

❽仕出し 割烹 本庄屋

文吉 たまき

❼ごはん屋 棉の花

寿し処 こいし

有限会社 原料理店

発行元

平田商工会議所
観光サービス部会（商工振興係）

〒691-0001
島根県出雲市平田町 2280-1
TEL:0853-63-3211
hchamber@hirata-cci.or.jp

平田商工会議所
ホームページ

平田商工会議所
Facebook

【雲州平田】
観光プロモーション
YouTube
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和風レストラン山里波

❾翠苑 平田店

地産地相酒場 たかの屋
松江 伊勢宮

有限会社 よふきや❹カチャカチャDO 平田店

❶一畑山コテージ 茶房 空

住所：松江市伊勢宮町501
たかの屋の店舗は
伊勢宮にあります。

ローソンローソン

平田
商工会議所
平田
商工会議所山陰合同銀行

平田支店
山陰合同銀行
平田支店

飲食店応援企画
総力特集

2022 年 2 月　発行

HIRATAinお持ち帰りグルメ特集
今回も平田商工会議所では、今般の新型コロナウイルス感染状況拡大を受け、

テイクアウト(お持ち帰り）に力を入れている飲食店をご紹介します。
当所HP等にも掲載しておりますのでご覧ください。

ぜひご利用いただきますようお願いいたします。

平田商工会議所

※掲載内容は発行時のものとなっておりますので、変更の可能性がございます。
　詳細につきましては、各店舗へお問合せください。

当所HPは
こちら

発行元
平田商工会議所観光サービス部会

（商工振興係）
〒691-0001 島根県出雲市平田町 2280-1
TEL:0853-63-3211

住　　所： 出雲市平田町1064
T　E　L： 0853-63-3468
営業時間： 17:00～23:00
定 休 日： 原則　毎日曜日

MenuMenu
大 虎 おおとら

大 虎
お お  と ら

おひとりからご家族、お友だち、
小宴会（10名まで）お客様のご要
望にお応えできる料理をと、努め
ています。お刺身、魚料理、肉料
理、串焼、その他当店独自の一品
料理をぜひご賞味ください。

★テイクアウト、デリバリー
のオードブルやお弁当等、
全て店内で手作りのオスス
メ、お得な料理です。

・弁当 ………………800円～
・折詰 …………… 1,000円～
・オードブル …… 4,000円～
・串焼盛合せ …… 2,500円～

・単　品
鶏唐揚・手羽塩焼・コロッ
ケ・牛タン塩焼・サイコロス
テーキ・スパそば・玉子豆腐
等

（400円～800円・ご予算次第）

通年提供
（原則、前日午前中まで
に予約、個数によって
は、前々日、予めなるべ
く早い予約を）
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住　　所： 出雲市国富町762-2
T　E　L： 0853-63-3961
営業時間： 8:30～20:30
定 休 日： 毎週木曜日

MenuMenu
カフェレスト マチエール

カフェレスト

マチエール

平日のお昼限定ながら日替サー
ビスランチ（コーヒー付）を行って
おり、常連さんはもとより皆様に
ご利用いただいております。
食材等の値上がりが続くなか工
夫と根性で頑張っておりますの
で、是非ご来店を!!

★65才以上の方限定（16：00
～19：00）の間、食後の
コーヒーサービス実施中・定食　　　・スパゲティー

・ピラフ　　・カレー
・焼きそば　・丼物　等

汁物以外はテイクアウトOK
詳細メニュー内容は多数の
為お電話ください。

木曜日以外
9：00～18：30まで
受付可能
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カチャカチャDO
平田店

住　　所： 出雲市園町1412-1
T　E　L： 0853-62-0930
営業時間： 平日
 11：00～14：30
  17：00～21：00
 土・日・祝日
 11：00～21：00
定 休 日： 火曜日（祝日は営業）

MenuMenu
カチャカチャDO平田店

広島風お好み焼を注文受けて焼
き、アツアツを召し上がっていた
だきます。

創業67年老舗の居酒屋。
先代から受け継いだ関西風
のおでんを守り続けて1年
中味わえる。
寿し職人としても50年。シ
ャリは奥出雲仁多米使用。
良心的な値段で満足してい
ただける、豊富な居酒屋メ
ニュー、昼定食も是非味わ
って頂きたい。

・特製カチャカチャ
  スペシャル焼き… 1,050円

・牛すじ肉玉焼き
…………………… 1,250円

・トマトチーズ肉玉（麺なし）
…………………… 1,050円

・ホワイトチーズ焼き 
 …………………… 1,050円

・肉玉焼き …………750円
・エビマヨ焼き ……950円
・山芋ふわふわ焼き 750円
・焼きそば …………700円
・焼うどん …………700円
・その他

営業時間内
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きんとき
幸寿し

住　　所： 出雲市平田町950-17
T　E　L： 0853-62-2170
営業時間： 夜17:00～22:00
 （ラストオーダー21:00）
 （昼定食　11:30～13：30）
定 休 日： 不定休
 （昼定食は日曜、祝日休み）

MenuMenu
きんとき 幸寿し きんとき こうずし

★1,000円以内で楽しめる
★ご予約がお勧めです。
   （当日でも可能）
★詳しくはお店にお問い合わ

せください。　　

★お持ち帰り歓迎

テイクアウト
・にぎり寿し（1人前）…… 1,500円

（他、細巻き各種）
・おでん（1個）………………160円

（20種類あり）
・焼とり（1人前・2本）………350円

（もも肉・鳥皮・豚バラ肉・砂肝）

・節分の日 ……………… 恵方巻
・土用の丑の日 うなぎの押し寿し

（要予約）
昼定食
・日替わり定食 ……………650円
・他、丼物・焼魚・生姜焼
  （アフターコーヒー付）
1,000円以内で楽しめる
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お野菜キッチン

LittleAlice

★冬場限定　特製甘酒
一畑薬師境内にあるお寺カフェ
です。
冬はまきストーブ、夏はお山の涼
しい風。自然の中ゆったりと過ご
せます。
地元の食材を使ったおぜんざ
い、抹茶とおやきセット、フラッ
ペ、甘酒等々、体も心もやさしく
整うカフェです。

★1月から24時間対応の
　自動販売機を
　設置しました。

お店OPEN日は、お弁当やオードブルなど、お値段に応じてご予約を承っております。
（営業日カレンダーは、Instagram、FB、まいぷれなどでご確認くださいませ）
24時間購入可能な自動販売機は、ドレッシング以外にも随時、色んな美味しいものが追
加されます。Instagram、FBなどに都度アップしますでチェックしてみてくださいませ。

住　　所： 出雲市小境町803
T　E　L： 0853-67-0211
営業時間： 9:00～16:00
定 休 日： なし（繁忙期休みあり）

MenuMenu
一畑山コテージ 茶房 空 さぼう くう

・甘酒 …………………350円
（板倉酒造特製）

・抹茶とおやきセット 500円
・黒文字茶とおやき  …500円
・ぜんざい（仁多餅）  …500円
・ブルーベリーアイス 300円
・抹茶スムージー ……400円
・ブルーベリースムージー

………………………400円
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住　　所： 出雲市斐川町上直江1421-3
T　E　L： 0853-31-4031
little-alice@gj8.so-net.ne.jp
営業時間： 11：00～
 なくなり次第終了
定 休 日： 不定休

MenuMenu
お野菜キッチンLittleAlice

おやさいきっちんりとるありす

1. 野菜たっぷり。
 体にやさしくておいしい。
2. 管理栄養士監修のもと、
 野菜ソムリエがプロデュース。
3. 『食べてきれいになれる』がいっぱい。
4. ダイエット中にもオススメ！
 とってもヘルシー！
5. 地産地消にこだわった食材たち。
6. 『少しずついっぱい食べたい』
 わがままにこたえます。
7. すべてテイクアウト可能。
 お好きな場所で楽しんで。

自動販売機メニュー
・黒ドレッシング …… 700円

（詰替用600円）
・白ドレッシング …… 700円

（詰替用600円）
・スパイスドレッシング  … 700円
・豆乳バーニャカウダドレッシング 

………………………… 700円
・中東の調味料
   ナッツ＆スパイスのデュカ
………………………… 800円

・無添加スムージー    …250円
・ベーグルサンド …… 500円～
店舗メニュー
・おかずとご飯を選べるお弁当 

………………………… 750円
・惣菜 ……………… 210円～
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通年提供（お正月不可）
9:00～16:30

（テイクアウト）

茶房 空
一畑山コテージ

（価格は全て税込）


