
小 麦 亭小 麦 亭

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 2133-18　　☎／ 0967-62-0886
営／ PM５:30～PM８:00　　受付 PM２:00～　　休／水曜日　　
配達の有無／店舗お渡しのテイクアウトのみ、申し訳ありませんが配達は行っておりません。

メニュー
●オムライス
　・ケチャップ
　・デミグラスソース
　・高菜オム丼
●パスタ
　・ナポリタン
　・イカ＆明太子
●ピザ
　・明太子
　・ミックス

……………… 680円
……… 830円

……………… 800円

……………… 700円
…………… 730円

…………………… 680円
………………… 730円

●海老ニラ餃子（３個）
●フライドポテト
●チーズフライ
●鶏のナンコツ妙め
●ソーセージ盛り合せ
●牛肉とニンニクの芽炒め
●豚バラの塩焼き
●豚キムチ
●串カツ（３本）
●焼き鳥（３本）（塩またはタレ）

…………… 450円
………………… 300円
…………………… 400円

…………… 400円
………… 950円
…… 800円

………………… 580円
………………………… 680円
…………………… 580円

…… 480円

●からあげ
●南蛮風からあげ
●トマトソースチキン
●ガーリックチキン
●たこガーリック炒め
●シーザーサラダ
●イタリアンサラダ

…………………… 530円
…………… 750円
……… 680円
………… 680円
……… 580円

…………… 680円
………… 780円

※消費税抜き価格です

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 1590-17　　☎／ 0967-62-0181　　営／AM11:30～PM６:00
休／日曜日　　配達の有無／店舗お渡しのテイクアウトのみ、申し訳ありませんが配達は行っておりません。

御食事処 忠御食事処 忠

メニュー
●阿蘇あか牛ハヤシライス
●カレーライス
●たかなめし（自家製たかな漬け）
●やきめし
●ご飯
●おにぎり

●ホルモン味噌煮込み（単品）

………………………………………………………… 800円
………………………………………………………………………… 700円

…………………………………………………… 650円
……………………………………………………………………………… 650円

………………………………………………（大）220円  （中）160円  （小）110円
………………………………………………………………………………… 150円

……………………………………………………… 650円

和風出汁で作ったやさしい味わい！

ツユまで美味しい、ぴりっと味噌味

※消費税込み価格です

●ラーメン 
●大盛りラ一メン
●辛口高菜ラ一メン
●みそラーメン
●大盛りみそラーメン
●チャーシュー麺
●ちゃんぽん

……………… 600円
…… 700円
… 650円

……… 650円
… 750円
…… 800円

………… 700円

●みそちゃんぽん
●焼ちゃんぽん
●焼そば
●あんかけ焼そば
●焼きめし
●中華丼
●天津飯

… 750円
…… 700円

……………… 700円
… 700円

………… 600円
……………… 650円
……………… 650円

●おにぎり
●ごはん
●ごはん（小）
●餃子
●豚足（醤油煮込）

…… 180円
……… 180円
… 120円

………… 500円

…………… 500円

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 1613-6　　☎／ 0967-62-0095　　営／AM11:00～PM８:00
休／不定休　　配達の有無／町内出前いたします。お電話ください。

王 来 軒王 来 軒

メニュー ※消費税込み価格です

●阿蘇たかな担担麺
●赤牛酸辣麺

……………… 880円　
……………………… 1,200円　

●トマト拉麺
●麻婆丼

…… 800円
…………… 700円

メニュー

山 見 茶 屋山 見 茶 屋

上記の中華料理は前日のご予約をお願いいたします。

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 3628　　☎／ 0967-62-3100　　　／ 090-3016-3731
営／AM11:00～PM４:30　　休／水曜日、木曜日
配達の有無／ 10,000 円以上のご注文より配達致します。

※消費税抜き価格です

中華料理　5,000円～（予算に応じます） ●マルガリータ（バジル、パルメザン、チーズ） 
●辛口ソーセージマルガリータ（バジル、パルメザン、チーズ、チョリソー）
●マリナーラ（チーズなし、ニンニク、オレガノ、オリーブOIL）
●ボロネーゼ（ミートソース）
●辛口ソーセージボロネーゼ
●季節の野菜ミックス PIZZA（玉ねぎ、ソーセージ、トマト等）

……………………………………… 1,500円
… 1,700円

…………………… 1,300円
…………………………………………………………… 1,800円

……………………………………………………… 2,000円
……………… 2,000円

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 3096-4
☎／ 0967-62-3021　 営／ AM11:30～PM５:00 頃　　休／火曜日、急な休みあり
配達の有無／店舗お渡しのテイクアウトのみ、申し訳ありませんが配達は行っておりません。

メニュー（箱代、税込）緊急コロナ特別価格 !

石窯 PIZZA
スタジオーネ
石窯 PIZZA
スタジオーネ

※消費税込み価格です

●旨乃蔵のあかうし丼
●旨乃蔵あかうしハンバーグ弁当

●旨乃蔵のおかず３種弁当
　（ハンバーグ・唐揚げ・本日のひと品）

●旨乃蔵の焼肉弁当
●旨乃蔵のとんかつ弁当

………… 1,500円

…………………… 850円

…… 650円
………………… 600円

………… 600円

●旨乃蔵のチキンカツ弁当
●旨乃蔵のメンチカツ弁当
●旨乃蔵のハンバーグ弁当
●旨乃蔵の唐揚げ弁当
●旨乃蔵の生姜焼き弁当
●旨乃蔵の単品唐揚げ（100g）

…… 500円　
…… 500円　
…… 500円　

…………… 500円　
………… 500円　

… 170円～

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 2814　　☎／ 0967-62-2050
営／AM11:00～PM３:00、PM５:30～PM７:00　　休／木曜日
配達の有無／店舗お渡しのテイクアウトのみ、申し訳ありませんが配達は行っておりません。

食事処 旨乃蔵食事処 旨乃蔵

メニュー ※消費税込み価格です

住／〒869-1602 阿蘇郡高森町高森 2113-5　　☎／ 0967-62-2212　　営／ PM５:00～PM８:00
休／水曜日・日曜日　　配達の有無／状況に応じて個別対応いたします。

メニュー

山麓キッチン山麓キッチン

●山麓コロッケ（１個） 
●イカ下足からあげ
●鶏なんこつ
●揚げ豚足
●ピザ マルゲリータ
●ピザ 鶏てり
●ホルモン焼き
　（ニンニク／塩だれ）

●ホルモンからあげ
●ホルモンネギみそ
●ホルモン煮込み
●チキン南蛮
●油淋鶏
●からあげ
●からあげ韓国風

… 180円
… 450円

…………… 430円
……………… 380円

… 700円
………… 750円

…… 980円

… 450円
… 790円
…… 480円

…………… 540円
………………… 540円
……………… 380円

…… 450円

●ポテトフライ
●エビチリ

●笑ちゃんチキン
　（炭火焼チキン）
※数量限定です。
　お電話ください。

……… 300円
……………… 710円

… 1,600円

▼３日前までの予約！▼

※消費税込み価格です

お求めの料理は必ずその日のうちお召し上がりください。
詳細は各店舗へお問い合わせください。お願い

たかもり

おうちおうち ごはんごはんdede

飲食店応援 テイクアウト情報
 Vol.2

TAKAMORI TAKEOUT MENU

保 存 版

〈実施：高森町商工会〉




