
実施主体：下松商工会議所　協力：下松市、下松飲食業協同組合、下松市観光協会、周南経済新聞

沸き上がれ、下松市民。
出口の見えない、コロナウイルスとの戦いは、下松の飲食店にも、危機をもたらしている。

あなたが小さい頃から通っているあの店にも。あの店のあの味を、今守れるのは、あなただ。

1人では救うことができないあの店の味も、下松市民5万7000人が集まれば、救うことができる。

例えば、1人が1食、あの店の味をテイクアウトしただけで、5万7000食。

下松市民5万7000人のテイクアウトで、下松の“ぶちうまい”が救えるのだ。

最新情報はこちら▶▶▶
39店舗のテイクアウト飯を一挙紹介!!

下松商工会議所



❸ お弁当、おそう菜のまつもと
■メニュー：お弁当 460円～(税込)

オードブル 3,000円～(税別)
おそう菜各種150円～(税込)

■予約連絡先：0833-41-3519
■テイクアウト対応時間：11時～16時
■定休日：土、日、月曜日、祝日(慶弔弁当以外)

※営業日は変更がありますので、詳しくは店舗
へお問い合わせ下さい

■所在地：下松市栄町3-8-21

❶ インドカレー メルバニ
■ メニュー(税込)：チキンカレー 790円

キーマカレー 790円
プレーンナンorライス300円
タンドリーチキン 480円

■予約連絡先：0833-41-4838
■ テイクアウト対応時間：昼 11時30分～14時

夜 17時30分～21時
■ 定休日：月曜日
■ 所在地：下松市望町1-5-1

❷ お食事処 よしの
■メニュー(税込)：日替り定食 820円

とんかつ定食 1,130円
やきめし 730円
オムライス 730円
※汁物メニュー等の一部を除きテイク
アウト対応しております

■予約連絡先：0833-41-0132
■テイクアウト対応時間：17時30分～21時
■定休日：日曜日、祝日
■所在地：下松市大手町2-9-15　ビジネスホテルみやこ1階

❹ 海鮮炉端と土鍋ごはん えびす
■メニュー(税込)：えびす弁当 800円(ランチ限定)

単品メニュー 450円～
土鍋ごはん各種 1,000円（受取りの
1時間前までにご注文下さい)
村の酒場セット 2,000円 他

■予約連絡先：0833-48-5305
■テイクアウト対応時間：11時～20時10分

(ラストオーダー 19時)
■定休日：不定休
■所在地：下松市栄町3-8-19

❺ 割烹 こうもり
■メニュー(税込)：惣菜セット(3～4名様用) 2,300円　

うな重 2,000円
太巻きとおにぎりのセット(2～3名様
用) 1,400円

■予約連絡先：0833-41-0673
■テイクアウト対応時間：11時～19時
■定休日：なし
■所在地：下松市栄町1-1-7

❻ 割烹 寿司以多屋
■メニュー(税込)：握り(1人前8貫) 1,620円　

上握り(1人前10貫) 2,700円
■予約連絡先：090-5692-8122

※当日の仕入れネタで準備する為、前日
13：00までの要予約です

■テイクアウト対応時間：16時～20時
※引渡し時間は上記以外でも
対応可

■定休日：水曜日
■所在地：下松市栄町2-3-19

❼ 割烹 升吉
■メニュー(税別)：和食弁当 1,300円　　

和食2段弁当 2,000円　
寿司盛り合わせ(2～3名様用) 3,000円

■予約連絡先：0833-41-1730
■テイクアウト対応時間：11時～21時
■定休日：なし
■所在地：下松市北斗町4-11(くだまつステーションホテル内)

❽ 廣華楼
■メニュー(税込)：酢豚定食 850円　

激辛マーボー豆腐 750円
チャーハン 550円　
ホイコーロー飯 700円

■予約連絡先：0833-48-4664
■テイクアウト対応時間：11時～20時
■定休日：月曜日
■所在地：下松市大手町885-26

❾ 珈琲倶楽部 BearS
■メニュー(税込)：ごはんもの 700円～

ドリア 900円～
パン 600円～
※セットメニューもございます

■予約連絡先：0833-46-0006
■テイクアウト対応時間：11時～19時30分
■定休日：水曜日
■所在地：下松市大字河内1023-1
■事前にお電話いただけると車までお持ちいたします

10 こおひいや
■メニュー(税込)：日替わりランチ 700円

※数に限りがありますので、事前にお
電話いただけるとスムーズにお渡し
できます

■ 予約連絡先：0833-46-0761
■ テイクアウト対応時間：11時30分～14時
■ 定休日：木曜日
■所在地：下松市東陽4-11-9

11 CoCo壱番屋 下松末武店
■メニュー(税込)：エール弁当 300円

ポークカレー 514円
ビーフカレー 641円
ロースカツカレー 809円
※その他全品お持ち帰り承っております
※量、辛さ、甘さをお好みで選べます

■予約連絡先：0833-43-1800
■テイクアウト対応時間：11時～21時
■定休日：なし
■所在地：下松市美里町2-6-16

12 ごちそうからあげ維新
■メニュー(税込)：維新のオードブル 5,400円　

お弁当各種(ライス大盛り無料) 507円～
骨なしむね肉(100g) 205円
※注文は200g～承っております

■予約連絡先：0833-41-8188
■テイクアウト対応時間：11時～20時
■定休日：月曜日(祝日の場合は水曜日)
■所在地：下松市美里町2-6-16

13 コリアンキッチン オンマソン
■メニュー(税込)：キムパ(1本) 400円　

プルコギorホルモン弁当 600円　
ハラミピビンバ 1,100円　
ロース弁当 1,500円 他

■予約連絡先：0833-43-5023
■テイクアウト対応時間：11時～18時

※時間外も対応しておりますの
で、電話にてご確認下さい

■定休日：不定休
■所在地：下松市西柳3-3-10

14 周南造園 カフェマルシェ
■メニュー(税込)：日替り丼 1,000円

ハンバーガー 700円
ホットドッグ 500円
ドリンク他 400円～

■ 予約連絡先：0833-47-2500
■ テイクアウト対応時間：10時～14時
■ 定休日：金曜日
■ 所在地：下松市切山306-4

15 旬菜ダイニング 杏'S
■メニュー(税込)：ミニBOX弁当 550円　

日替り弁当 780円　
杏'S特製弁当 1,080円　
おかずの盛合せ 1,000円～
※盛合せは予算に応じてお作りします

■予約連絡先：0833-41-3400
■テイクアウト対応時間：11時～15時

※時間外は要相談
■定休日：日曜日
■所在地：下松市北斗町8-22柴田ビル1F

16 笑酎屋ぶにせ、鉄網ダイニング雅味
■メニュー(税込)：からあげ他 500円

とん平焼他 700円
焼肉丼他 1,000円
※その他メニューもあります
※オードブルも承ります

■予約連絡先：ぶにせ　0833-43-9300
　　　　　　　雅味　　0833-41-0088
■テイクアウト対応時間：昼 11時30分～14時

夜 16時～21時
■定休日：不定休
■所在地：下松市駅南2丁目1-11

17 食蔵 升吉
■メニュー(税別)：宅飲み弁当 1,500円
■予約連絡先：0833-45-0808
■テイクアウト対応時間：16時～23時
■定休日：月曜日
■所在地：下松市北斗町1-18

18 寿司誠
■メニュー：日替り弁当 840円(税込)

すし定食弁当 900円(税込)
オードブル(要予約) 6,000円～(税別)
幕の内弁当(要予約) 1,500円～(税別)

■予約連絡先：0833-46-3380
■テイクアウト対応時間：11時50分～17時
■定休日：月曜日
■所在地：下松市東陽6丁目4-7

19 ちいさなかいせき かぶらや
■メニュー(税込)：天丼 1,100円　

かき揚げ丼 750円　
鯛のひつまぶし 1,500円　
うな重(松) 2,400円～
※オードブルも承っております

■予約連絡先：0833-44-5733
■テイクアウト対応時間：昼 11時～13時30分　

夜 17時～20時
(要電話予約)

■定休日：火曜日
■所在地：下松市桜町3-16-21

20 中華そば 紅蘭
■メニュー(税込)：出来上がりお持ち帰り 630円～

(中華そば並・中・大のみ)
自宅での調理用 580円～
(タッパー代別途110円)

■予約連絡先：0833-41-0750
■テイクアウト対応時間：10時30分～15時
■定休日：水曜日、第3木曜日
■所在地：下松市駅南1丁目5-10
■いなり、煮たまご、飲み物の販売はありません

21 中華ソバ めんくい
■メニュー(税込)：ラーメン(小) 600円～　　　

ギョーザ(10コ入) 400円　
焼めし 600円
※テイクアウトの場合は容器代として
プラス50円かかります

■予約連絡先：0833-44-8116
■テイクアウト対応時間：11時～19時

(要電話予約)
■定休日：なし(月曜日は17時まで)
■所在地：下松市北斗町1-20

22 中国家庭料理 謝謝
■メニュー(税別)：お弁当 650円　

ラーメンとチャーハン 680円　
オードブル 3,200円～
単品料理 380円～

■予約連絡先：0833-48-9678
■テイクアウト対応時間：昼 11時～14時　

夜 17時～21時
■定休日：不定休
■所在地：下松市中央町2-6-105 

23 ひとさじ
■メニュー(税込)：おでん各種 200円～

※丸ごとトマト、丸ごと玉ねぎ、だし
巻きたまご、帆立入り野菜きんちゃ
く、長州鷄つくね 他
※その他各種料理も対応可能です 500円～

■予約連絡先：0833-41-2523
　　　　　　　090-7898-9019
■テイクアウト対応時間：16時～20時
■定休日：日曜日　

※定休日でもご相談ください
■所在地：下松市北斗町2-21

24 広島風お好み焼・鉄板焼 藤の屋
■メニュー(税込)：チーズスペシャルそば 1,230円　

肉玉イカエビそば 1,070円　
肉玉イカ天そば 910円　
肉玉そば 750円
※パック容器代としてプラス50円

■予約連絡先：0833-43-5640
■テイクアウト対応時間：11時30分～20時30分
■定休日：火曜日、第3水曜日
■所在地：下松市潮音町5-1-45

25 福春波男
■メニュー(税別)：福カフェランチBOX(日替) 600円

福春たんのう幕の内(日替) 600円
鰻重 1,000円
※その他、オードブル、お刺身の盛り
合せございます

■予約連絡先：0833-43-0505
■テイクアウト対応時間：11時～18時
■定休日：不定休
■所在地：下松市駅南1-5-12

26 北斗亭
■メニュー(税込)：中華そば(並盛) 600円

中華そば(中盛) 700円
中華そば(大盛) 800円

■予約連絡先：0833-41-1947
■テイクアウト対応時間：10時～19時30分
■定休日：火曜日
■所在地：下松市北斗町12-19

27 炎の中華食堂 勝家
■メニュー(税別)：餃子 199円

鶏の唐揚(5コ入) 480円
麻婆豆腐 380円
焼飯 380円 他
※テイクアウト容器代10円かかります

■予約連絡先：0833-41-5750
■テイクアウト対応時間：11時～22時
■定休日：火曜日
■所在地：下松市望町5-5-1

プロジェクト参加店舗一覧
飲食店のテイクアウト料理の写真を「#下松エール飯」とハッシュタグをつけて、SNSで拡散し応援しましょう！
まだまだ感染は広がっています。｢感染しない｣ ｢感染させない｣ ひとりひとりが意識して行動しましょう！
※テイクアウトで出たゴミは自宅まで持ち帰りましょう。
※各店舗によって商品、営業時間が変更になる場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
※写真はイメージです。

28 ホルモン横丁 下松店
■メニュー(税別)：横丁焼肉弁当 780円（期間限定）

ピビンバ丼 680円
黒毛和牛カレー 780円 他

■予約連絡先：0833-43-2922（下松店）
■テイクアウト対応時間：昼 11時30分～13時30分

夜 16時30分～23時
(ラストオーダー 22時30分)

■定休日：なし
■所在地：下松市栄町1丁目3-5

29 ますぱん
■メニュー(税込)：焼きカレーパン 248円

高菜おやき 216円
めんたいパン 140円 他

■予約連絡先：0833-57-4660
■テイクアウト対応時間：11時～16時
■定休日：水、日曜日(祝日は営業)
■所在地：下松市望町5-5-5ミライズビル1階

30 みほり峠 下松店
■メニュー(税別)：唐揚げ弁当 600円

バラちらし天ぷら弁当 900円
お子様ミニ弁当 580円
唐揚げバスケット 770円

■予約連絡先：0833-45-2022
■テイクアウト対応時間：11時～20時　

※平日15時～17時は準備中です
■定休日：なし
■所在地：下松市美里町2-17-25
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32 民芸茶屋 おか倉
■メニュー(税込)：日替り弁当(限定10食) 600円　

炊き込み弁当(限定10食) 600円
■予約連絡先：0833-41-8000
■テイクアウト対応時間：11時～13時
■定休日：日曜日
■所在地：下松市中市2-3-3

33 洋亭 MASUYOSHI
■メニュー(税別)：洋食2段弁当(白ごはん) 1,500円

洋食2段弁当(ローストビーフ丼) 2,000円
リブロースステーキ弁当(150g) 1,500円
オードブル 5,000円

■予約連絡先：0833-43-0129
■テイクアウト対応時間：11時～21時
■定休日：火曜日
■所在地：下松市北斗町5-15
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34 レストラン かざみどり
■メニュー(税込)：ケチャップオムライス 880円　

エビピラフ 810円　
タマゴサンド 630円　

■予約連絡先：0833-43-5057
■テイクアウト対応時間：9時30分～18時
■定休日：なし
■所在地：下松市南花岡6-8-1サンリブ下松1F

35 レストラン ル ヨシマサ
■メニュー(税別)：ランチボックス 800円～　

オードブル(2～3名様用) 5,000円～
オードブル(1名様用) 1,200円～ 他

■予約連絡先：0833-44-4403
■テイクアウト対応時間：ご相談ください
■定休日：なし
■所在地：下松市中央町2-6藤田ビル1F

36 ロゼッタ下松
■メニュー(税別)：
　(ピザ)マルゲリータ(M) 1,250円
(ピザ)イタリアンベーコンとスカモルッツァチーズのピッツァ(M) 1,580円
　(パスタ)ベーコンとなすのトマトソース 730円
　(パスタ)ミートソースロゼッタ風 930円　
　※パスタはどちらも冷凍パスタでご用意しております
■予約連絡先：0833-45-2777
■テイクアウト対応時間：11時～21時
■定休日：なし
■所在地：下松市望町5-3-8

下松駅周辺拡大マップ

37 和食工房 にしだ
■メニュー(税別)：お弁当 1,000円、1,500円、

3,500円、5,000円
■予約連絡先：0833-41-4600
■テイクアウト対応時間：11時～18時
■定休日：日、月曜日、祝日
■所在地：下松市古川町4-3-4

38 和食処 はらだ
■メニュー(税込)：パック弁当 1,080円、1,620円、

2,160円、3,240円 他
※1,080円～2,160円は前日要予約、
3,240円のみ2日前要予約で承ってお
ります

■予約連絡先：0833-41-2215
■テイクアウト対応時間：11時～17時
■定休日：不定休
■所在地：下松市東柳2-4-6

39 和食屋 ひさの
■メニュー(税込)：盛合せ 1,500円

焼鳥盛合せ 700円
鶏唐揚げ 600円
じゃこ飯 400円 他

■予約連絡先：0833-41-3431
■テイクアウト対応時間：17時30分～21時

(電話受付13時～)
■定休日：火曜日
■所在地：下松市北斗町12－14

クーポン券

31 宮崎鶏 鳥乃蔵
■メニュー(税込)：特製からあげ 400円

つくね 140円
手羽餃子 210円
もも 600円 他

■予約連絡先：090-9063-9123
■テイクアウト対応時間：17時30分～22時
■定休日：月曜日、第3日曜日
■所在地：下松市末武上西町1900-7

円
・500円以上のテイクアウト商品1つに付き、1枚ご利用可能。
・#下松エール飯参加店のみ利用可能です。
・切り取ってご利用ください。 有効期限 2020年6月21日

✂ キリトリ線

クーポン券
・500円以上のテイクアウト商品1つに付き、1枚ご利用可能。

見　本




