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Vive la vie!

☎0950-53-2165
平戸市生月町山田免日草970-1 18：30～24：00（要予約） 月曜日営 休

●営業時間外のお持ち帰りはTELにてご相談承ります。

●レシピサイト
https://site.moshimo.com/vivelavie/

家庭での夕食に、宅飲みに
あったらいいな！をお持ち
帰りに!! お店の味を出来る
だけ家庭でも再現できる物
をチョイスしました。美味
しい料理を作る喜び、ぜひ
感じてください。

■生月あごだし国産牛もつ鍋
　3,850円

外山料理店

☎0950-53-1150
平戸市生月町舘浦6 11：00～18：00 火曜日営 休

配達もやってます！

■寿司（にぎり） 1,000円
■寿司（助六） 500円
■刺身　時価
■皿うどん 700円
■かつ丼 750円
■親子丼 650円

寺田食堂

☎0950-53-1452
平戸市生月町南免4432-48 11：00～14：00 ／ 17：00～19：00

火・水・木曜日

営

休

電話での注文でお願
いします。

■チャンポン 750円
　（持ち帰り容器別途50円）
■皿うどん 750円
　（持ち帰り容器別途20円）
■焼きメシ 600円
　（持ち帰り容器別途20円）
■焼きソバ 750円
　（持ち帰り容器別途20円）
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■ふれあい広場

平戸市役所■
生月支所

田平エリア 生月エリア

平戸市商工会田平支所　☎0950-57-0223
平戸市田平町山内免344-5　田平港ターミナルビル３階

平戸市商工会生月支所　☎0950-53-0216
平戸市生月町里免2896-2

協力団体／田平まちづくり協議会　　平戸市商工会ホームページ…http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/hirado/
この事業は、「新しい生活様式」実践のためのサービスです。

掲載されている19店舗でテイクアウト商品をご
購入いただく際に、上記スタンプ台紙に店舗のス
タンプ等を押してもらってください。5店舗分集
めましたら、平戸市商工会（田平支所・生月支所）
にご持参ください。素敵なプレゼントをご
用意しています。（5月31日締切です）42
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あごだし500cc×2p/c  小腸320g

■トマトソース 1,500円
1p/c×120g×5p/c
■チリビーンズ 1,800円
1p/c×170g×3p/c

生月

生月 生月



コーヒーハウス　サウンド

☎0950-57-0606
平戸市田平町小崎免1077-1 11：00～19：00 月曜日営 休

●予約時間／ 11：00～18：00
●受取時間／ 11：00～18：00

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／営業時間内
●受取時間／営業時間内

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／営業時間内
●受取時間／営業時間内

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／ 8：00～20：00
●受取時間／ 8：00～20：00

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／営業時間内
●受取時間／営業時間内

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／ 11：00～15：00
●受取時間／ 11：00～15：00

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／営業時間内
●受取時間／営業時間内

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／ 10：00～15：00、16：00～18：00
●受取時間／ 10：00～15：00、16：00～18：00

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／営業時間内
●受取時間／営業時間内

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／田平町内 3,000円～

●予約時間／ 11：30～20：30
●受取時間／ 11：30～21：00

●予約方法／電話・来店
●デリバリー／無し

●予約時間／ 10：00～18：00
●受取時間／ 11：00～19：00

●予約方法／電話
●デリバリー／無し

●予約時間／営業時間内
●受取時間／営業時間内

●予約方法／電話
●デリバリー／無し

サウンドのスパゲッ
ティは、40年のロング
セラー。

■スパッゲッティ
　イタリアンA（サラダ付）
　　　　　　750円
　ミートソース（サラダ付）
　　　　　　750円
■ピザ（18cm） 700円
■ピラフ 750円

手打ちうどんの　川島うどん店

☎0950-57-0389
平戸市田平町小手田免512-4 11：00～14：30 月曜日営 休

手打ちの麺で、自家製
にこだわって作って
おりますので、是非ご
賞味ください。

■とんこつラーメン 500円
■みそラーメン 550円
■しょうゆラーメン 500円
■塩ラーメン 500円

居酒屋　ゆめや

☎0950-57-1646
平戸市田平町山内免422-4 17：00～20：00 日曜日営 休

よかとこ、よか店、ゆ
め気分でご来店お待
ちしております。みん
なで頑張りましょう。 

■お好み焼き
　 540円～756円
■焼きそば 540円
■唐揚げ 540円
■すり身 540円

洋風民宿　グラスハウス

☎0950-57-1443
平戸市田平町大久保免1111-3 8：00～21：00 無し営 休

ご宴会やご法事等も
ご利用ください。玄海
灘を一望できるレス
トランでお待ちして
おります。 

■松華堂弁当 1,500円
■盛り鉢 3,000円
■盛り鉢 5,000円

やよい旅館

☎0950-57-0173
平戸市田平町山内免480-10 10：00～20：00 日曜日営 休

やよいの味をご家庭
で。掲載外のメニュー
も柔軟に対応いたし
ます。

■天ぷら 700円
■揚げ物盛り合せ 700円
■うなぎの蒲焼き 700円
■皿うどん 700円
■ミニオードブル
　　　　　3,000円～

鮨こじま

☎0950-57-0120
平戸市田平町山内免285-1 11：30～21：00 月曜日営 休

新鮮なネタにこだ
わって握っています。

■にぎり寿司 1,026円
■ちらし 972円
■巻物、いなり 454円
■揚げ物 583円

お食事の店　萬　福

☎0950-57-1788
平戸市田平町山内免344-22 11：00～19：00 不定休営 休

野菜をたっぷり使った、ちゃん
ぽん、皿うどん、やきそばは、栄
養満点です。萬福自慢の味、て
りあげチキンも是非ご賞味くだ
さい。皿うどん、やきそばは、５
人前盛まで可能です。お電話お
待ちしております。

■ちゃんぽん 898円
■皿うどん 898円
■やきそば 844円
■てりあげチキン 1,113円
■海鮮丼 1,513円

Bonds"

☎090-6988-0888
平戸市田平町山内免344-5 11：00～20：00 不定休営 休

スパイスが効いたカ
レーがオススメです。

■カレーライス 750円
■カレールー 450円

平戸西端夢浪漫  田平店

☎0950-21-1266
平戸市田平町山内免345-1 11：00～22：00 無し営 休

刺身用の魚は色々豊富にあります。
刺身盛り合わせ1,620円（税込）～
オードブル3,240円（税込）～
鍋セット3,240円（税込）～
等希望があればお問い合わせく
ださい。

■握り寿司盛り合せ 648円
■漬け丼 540円
■生姜焼き丼 540円
■天丼 540円
■焼肉 540円
■エビフライ 540円

平戸瀬戸市場レストラン

☎0950-57-1057
平戸市田平町山内免345-15 11：00～17：00 第２水曜日営 休

当店の味をご家庭で。

■平戸海鮮丼 900円
■平戸産
　ポークかつ丼 710円
■平戸和牛
　ビーフカレー 660円
■平戸和牛デミグラス
　ハンバーグセット 940円
■平戸和牛デミグラス
　ハンバーグ単品 620円

レストラン喫茶　ぶらぶら

☎0950-57-0595
平戸市田平町小手田免843 9：00～20：00 日曜日営 休

人気メニュー
①ミックスフライ定食
②チキン南蛮定食
③みそカツ定食
どうぞご賞味ください。

■みそカツ定食 1,000円
■ミックスフライ定食 1,150円
■からあげ定食 950円
■チキン南蛮定食 850円
■ピザ 700円

夕やけ食堂

☎0950-22-7733
平戸市田平町小手田免843  2F 10：00～15：00 ／ 16：00～20：00 火・水曜日営 休

テイクアウトを取り
に来られる時に、当店
自慢の絶景をご堪能
ください。

■ロコモコ 1,380円
■平戸牛ハンバーグ
　ステーキ定食 1,500円
■からあげ定食 880円
■バターチキンカレー 850円
■タコライス 880円

moon berry's kitchen

☎0950-53-3053
塩俵の断崖駐車場orふれあい駐車場 10：00～17：00営

●土日祝→店頭販売
　平日→TEL予約にて訪問販売 もしくはインスタグラムDM

自家農園（いきつきブ
リーベリー園）のブ
ルーベリーを使用し
たジェラート等をご
堪能下さい。

■ジェラート各種
　350円～400円
■ブルーベリーサンド
　250円
■ブルーベリーサンド
　アイスコーヒーセット
　400円

山屋旅館

☎0950-53-0177
平戸市生月町壱部5201 9：00～18：00営

ご予算に応じてご用
意致しますので、ご注
文の際にお気軽にお
申し付け下さい。

■オードブル
　3,240円～
■会食、会席、ご法事
　等の仕出し弁当
　3,240円～
■お弁当
　相談に応じます

宇多屋（うたや）

☎0950-53-3356
平戸市生月町里免2949-4 不定休休

●受付時間／ 18：00～21：00

牛テール、牛肩ロース、ソ
テードオニオンをじっくり
煮込んだ当店自慢の本格
ビーフカレーです。

■本格ビーフカレー
■ミックスピザ
■各種パスタ

■ビーフカレー
　ルーのみ1人前350円

ナポリタン・ジェノベーゼ
カルボナーラ・和風めんたい
ボロネーゼ

※その他のメニュー各種、
ご依頼があればご予算に
応じて承ります。

オール880円（税込）

居酒屋　潮　騒

☎0950-53-3301
平戸市生月町里免2891-8 月曜日休

●予約時間／ 13：00～19：00
●受取時間／ 17：00～20：00

●予約方法／電話

皆様のご利用を心よ
りお待ちしておりま
す。

■オムライス 700円
■焼き鳥（3本） 360円
■豚バラ（3本） 360円
■カツ丼 900円
■焼きそば 700円

※持ち帰って調理が
　必要です。

※その他多数メニューあり

※その他メニュー多数
※おかずのみもできます。

※要前日予約

https://www.manpuku.jp/　

※その他多数メニューがあります。
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