
●掲載以外にもテイクアウト可能なメニューがありますので、詳しくはWebサイトをご覧ください。 ●注記以外は税別価格です。 ●お問い合わせは、各店舗へお願いします。
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eat at home

石松寿司
TEL. 0276-52-2040
〒370-0403 群馬県太田市岩松町550-3
【営業時間】 11：30～ 14：00／ 17：00～
【定 休 日】 水曜日／第3火曜日

ご注文方法 当日OK! 電話予約
にぎり寿司（特）…1,350円
ちらし寿司…1,350円
あぶり稲荷（1個）…90円
他

めんや 仁
TEL. 0276-55-1915
〒370-0321 群馬県太田市木崎791-3
【営業時間】 11：30～14：00／ 15：00～21：00
【定 休 日】 月曜日
ご注文方法 当日OK! 電話予約／来店注文
唐揚げ（5個）…300円
唐揚げ（10個）…550円
唐揚げ（20個）…1,050円
あぶりチャーシュー…1,000円
シフォンケーキ…150円

味処 なかや
TEL. 0276-56-0029
〒370-0321 群馬県太田市新田木崎町524-1
【営業時間】 10：00～14：30／ 17：00～22：00
【定 休 日】 年中無休（12/31、1/1は休み）

https://kizaki-nakaya.jimdo.com/
ご注文方法 当日OK! 電話予約
期間限定エール弁当 幕の内弁当
（お魚・揚げ物・お肉）…各800円
上記のおかずのみ…700円
お子様オムライス弁当…800円　他

お食事処 よしくら
TEL. 0276-52-1990
〒370-0424 群馬県太田市出塚町492-1
【営業時間】 11：30～14：00／ 17：00～20：00
【定 休 日】 水曜日

http://sp.raqmo.com/yoshikura/
ご注文方法 当日OK! 電話予約
檜（ひのき）弁当…2,250円
お子様弁当…800円
イカバター焼き…850円
他

そば蔵 新田店
TEL. 0276-57-3303
〒370-0314 群馬県太田市新田市野井町1001-3
【営業時間】 11：00～ 20：30
【定 休 日】 火曜日／第3水曜日

https://www.sobagura-nitta.com/
https://www.instagram.com/sobagram_nitta/
ご注文方法 当日OK! 電話予約／来店注文
そば蔵弁当…1,100円
ざるセット弁当…1,000円
煮かつ丼弁当…800円　他 ※税込

配達
OK!

配達
OK!

配達
OK!

3,000円以上
店舗より15分圏内

うなぎ よしざわ
TEL. 0276-52-0026
〒370-0401 群馬県太田市尾島町90
【営業時間】 11：00～14：00／ 17：00～21：00
【定 休 日】 月曜日

ご注文方法 前日・当日に電話予約
うな重…3.600円
うな丼…2.300円
とり重…1,000円
他

配達
OK!

詳しくは
問い合わせ

詳しくは
問い合わせ

お弁当の店 ダンク
TEL. 0276-56-3559
〒370-0332 太田市新田中江田町1534-5
【営業時間】 8：00 ～ 15：00
【定 休 日】 土曜日／日曜日／祝祭日

http://lunchboxdank.seesaa.net/
ご注文方法 当日OK! 電話予約
ダンク特製ボリューム厚切り
　肩ローストンカツ弁当…500円
鳥山賊焼き弁当…500円
ユーリンチー弁当…500円　　他

配達
OK!

詳しくは
問い合わせ

詳しくは
問い合わせ

お好み焼 ふぅ美。
TEL. 0276-52-3923
〒370-0403 群馬県太田市岩松町560-2
【営業時間】 18：00 ～ 22：30
【定 休 日】 水曜日／第1・第3日曜日

ご注文方法 前日までに電話予約
ふぅ美焼きスペシャル…990円
焼きそば…600円
もんじゃ…400円
他

炭火ステーキ クローバー
TEL. 0276-56-9609
〒370-0321 群馬県太田市新田木崎町812
【営業時間】 11：00 ～ 23：00
【定 休 日】 木曜日

ご注文方法 当日OK! 電話予約／来店注文
やわらかカットステーキ…1,200円
ゴーダーチーズハンバーグ…900円
国産牛リブロースステーキ…2,500円
　　　　　　　　　　　　　　※税込

そば処 やま将
TEL. 0276-56-7488
〒370-0321 太田市新田上江田町441-14
【営業時間】 11：00～14：00／ 17：00～19：00
【定 休 日】 月曜日

ご注文方法 当日OK! 電話予約
天重セット…700円
ソースカツ丼セット…700円
天もりセット…680円
　　　　　　　　　　　※税込
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eat at homeテイクアウト情報の
Webサイトへの掲載は
随時受け付けています。
〈お申し込みは〉
●Webサイト「登録ページ」
●太田市新田商工会 TEL：0276-57-3535　

Webサイト
掲載受付中！

金星食品 有限会社
TEL. 0277-78-3046
〒379-2304 群馬県太田市大原町107-1
【営業時間】 9：00～ 19：00
【定 休 日】 日曜日／祝祭日

https://www.kinseifoods.co.jp/
ご注文方法 当日OK! 電話予約／店頭販売
特撰焼餃子（5粒入）…216円
青しそ餃子（5粒入）…324円
にんにく餃子（5粒入）…324円
辛口餃子（5粒入）…324円※税込

かつみ食堂
TEL. 0276-52-0192
〒370-0402 群馬県太田市阿久津町129-2
【営業時間】 9：00～ 20：00
【定 休 日】 木曜日

ご注文方法 前日までに電話予約
生姜焼き弁当…500円
唐揚げ弁当…500円
肉焼きそば…500円

鮨政
TEL. 0277-78-5133
〒379-2304 群馬県太田市大原町2212
【営業時間】 11：30～14：00／ 17：00～20：00
【定 休 日】 水曜日
ご注文方法 当日OK! 電話予約
ぎり鮨…1,000円～
海鮮ちらし…1,000円～
各種にぎり単品…200円～
巻物（1本）…200円～
お造り…2,000円～

江戸前 松寿司
TEL. 0277-78-2449
〒379-2304 群馬県太田市大原町2174-11
【営業時間】 11：00 ～ 19：00
【定 休 日】 月曜日

ご注文方法 当日OK! 電話予約
おまかせにぎり…1,000円
ちらし…1,000円
鉄火丼…1,000円
他　　　　　　　　　　※税込

今屋
TEL. 0277-78-2318
〒379-2304 群馬県太田市藪塚町246
【営業時間】 11：30～18：00（受付時間10：00～18：00）
【定 休 日】 月曜日

https://yadori-imaya.com/
ご注文方法 ２日前までに電話予約
お弁当 うめ…1,500円
 もも…2,000円
 さくら…2,500円
他　　　　　　　　　　※税込

そば処 斜里（本店）
TEL. 0277-47-7570
〒379-2304 群馬県太田市大原町1724-4
【営業時間】 11：00 ～ 14：00
【定 休 日】 日曜日

ご注文方法 当日OK! 電話予約／来店注文
生そば…600円
生うどん…500円

そば処 斜里（太田店）
TEL. 0276-50-1171
〒373-0026 群馬県太田市東本町53-57
【営業時間】 11：30 ～ 14：30
【定 休 日】 不定休

ご注文方法 当日OK! 電話予約／来店注文
生そば…630円
茹でそば…690円
生うどん…580円
茹でうどん…640円

忠治庵
TEL. 0277-78-2553
〒379-2301 群馬県太田市藪塚町2918-6
【営業時間】 11：30 ～ 19：00
【定 休 日】 木曜日
ご注文方法 当日OK! 電話予約
勝丼…950円
そば・うどん…650円
そば・うどん
　（天ぷら付き）…1,200円
他　　　　　　　　※税込

配達
OK!

旧藪塚本町地区内

配達
OK!

5個以上
旧藪塚本町地区内

リストランテ モデラート
TEL. 0276-56-9947
〒373-0035 群馬県太田市藤久良町54-10
【営業時間】 11：00～15：00／ 17：00～20：00
【定 休 日】 不定休

https://www.facebook.com/ristorante.moderato/
ご注文方法 当日OK! 電話予約
イタリア惣菜のオードブル…2,000円
マルゲリータ…1,200円
生ハムとサラミの
　盛り合わせ…1,800円　　　　　他

割烹 明養軒
TEL. 0276-52-0007
〒370-0401 群馬県太田市尾島町62-1
【営業時間】 11：30～14：30／ 17：30～21：00
【定 休 日】 月曜日（祝祭日を除く）

http://meiyouken.main.jp
FAX.0276-52-0071
ご注文方法 3日前までに電話かFAXで予約
懐石弁当…1,500円
懐石弁当…2,000円
懐石弁当…3,000円
懐石弁当…4,000円

配達
OK!

10個以上
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