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テイクアウト・デリバリー特集！
今回のdeTOGOは
「テイクアウト特集」
です。
自宅やオフィスで美味しいお料理をお楽しみいただくために、
東郷町の『お持ち帰り』
や
『宅配』が可能な飲食店をご紹介します。
今回のdeTOGOは東郷町のご協力をいただき、町内全てのご家庭に配られます。
東郷町のテイクアウトをぜひ、ご活用ください。

町民の皆さまと町の飲食店さんの新たな出会いに！
新型コロナ感染防止のため、東郷町でも外出の自粛をお願いしてまいりました。
皆さまの協力のおかげで、本日まで一人の感染者を出すことなくこれたことを心より感謝
しています。
しかしながら、外出の自粛をお願いしたことにより、町民の皆様にとって大切な
「憩い
の場所」
「コミュニティの場所」
である飲食店さんは大変厳しい経営状況となっています。
東郷町では他市町に先駆け、3月より町ホームページで町内飲食店さんのテイクアウ
ト情報・デリバリー情報を発信させていただいていますが、今回のdeTOGOでは、あらた
めて町内の魅力的な飲食店さんの情報が満載となっています。今回の企画が、皆さまと
町の飲食店さんとの新たな出会いとなり、深く愛していただけるきっかけとなれば最高に
幸せです。

東郷町長

井俣 憲治

町内の事業者を応援してください！
皆様には、日頃から東郷町商工会の活動にご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今年に入り、コロナ禍の猛威で多くの皆様が大変ご苦労されていると案じてお
ります。そこで、当商工会では、その対策のひとつとして、当商工会の会報誌「deTOGO」
で町内の飲食店を特集し、テイクアウトやデリバリーのお店を紹介することといたしました。
皆様には、ぜひ、ご利用していただき、東郷町内の事業者の応援をお願いいたします。
そして、コロナ禍を皆で乗り越えていきましょう。

東郷町商工会長

松野 一彦

deTOGOとは？
deTOGOは
「魅力ある街東郷de暮らす人の情報誌！
！」
をテーマに、東郷町商工会が発行す
るフリーペーパーです。
deTOGOの「de」
はフランス語で
「〜の」
を表します。ですから
「deTOGO」
は日本語では
「東
郷町の〇〇」
という意味になりますね。この
「〇〇」
には何が入るのでしょうか？
それは、東郷町に関わる全ての人やお店やイベントです。この名前には
「東郷町に関わる全
ての人が主役」
となる広報誌を作りたいという我々の思いが込められているのです。東郷町の
商工会会員のお店でもらえる気軽なフリーペーパーとして皆様に好評いただき、発刊2年目を
迎えました。東郷町のお店で
「deTOGO」
を見つけたら、ぜひ手にとってご覧ください。
毎回東郷町の話題を
独自取材で掲載しています。
商工会会員のお店で
無料配布されています。

※本誌（deTOGO第6号）
は、東郷町商工会の経営改善普及事業の一環として、東郷町の
ご協力をいただき、東郷町の全世帯に配布されます。
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特集の全店舗を紹介♪
deTOGO ホームページも
ぜひご活用ください！
！→
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「deTOGO 6号テイクアウト特集」掲載店舗一覧
①イタリアンジェラート RONO ……………… P.4

⑬あいそ家 東郷店 …………………………… P.10

③DEAR DEAR 東郷本店 ……………………… P.5

⑮レストラン東郷 …………………………… P.11

②Pantricot ……………………………………… P.4
④高坂桜 ………………………………………… P.5
⑤よなき家 本店 ………………………………… P.6
⑥天むす久 ……………………………………… P.6
⑦ユニゾン ……………………………………… P.7
⑧都寿司 ………………………………………… P.7
⑨いこまいカフェ ……………………………… P.8
⑩松屋 …………………………………………… P.8
⑪四季食鮮魚よし ……………………………… P.9
⑫お食事処 みのぜん …………………………… P.9
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⑭パスタ＆チーズケーキ工房 マザーハーツ …… P.10
⑯MAGNET DINER…………………………… P.11
⑰ちゃいるど ………………………………… P.12
⑱コメダ珈琲 和合店 ………………………… P.12

⑲カレーハウス COCO 壱番屋 東郷店……… P.13
⑳いづ家本店 ………………………………… P.13
㉑キャトル …………………………………… P.14
㉒焼肉ホルモン東郷 ………………………… P.14
㉓筑紫飯店 …………………………………… P.15

㉔ベトコンラーメン 新京 東郷店 …………… P.15

P

MA

うるおうアイスクリーム
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イタリアンジェラート RONO
保存料着色料香料不使用！こだわりのある「うるおうアイスクリーム」
専門店です。厳選素材のみを使用し丹精こめて毎日手作りしています。
※土・日・祝のみ臨時駐車場有り【 臨時駐車場：白鳥 2 丁目 4-11 】

お持ち帰り用カップジェラート
人気ベスト10

スウィーツ

東郷町白鳥 2 - 3 - 5

0561-38-7060

11: 00〜19 : 00（※18 : 00）

NO. 1

牛乳………………………… 380円

NO. 2

ピスタチオ………………… 480円

NO. 3

生チョコ

NO. 4

ブラッドオレンジシャーベット ……… 420円

NO. 5

チョコチョコ……………… 440円

NO. 6

ラムレーズン……………… 420円 ご選択時、通常の発

NO. 7

マンゴー…………………… 460円 ブをお付けします。

NO. 8

あずき……………………… 400円

NO. 9

黒蜜きな粉………………… 420円 ギフトBOX ( 250 円 )

NO.10

本玉露抹茶………………… 500円

………………… 420円

砲箱の上からスリー
贈り物にぜひ。

カップアイス6 個以上より
ご利用いただけます

〈価格は税込です〉

（※コロナウイルス感染拡大防止の為
時短営業中）

定休日 木曜日
2台

@gelato̲rono

現金

PayPay
楽天 Edy
nanaco
iD
交通系など

電子マネー

https://store.shopping.yahoo.co.jp/rono/

deTOGO 店舗情報

ショーケースからお気に入りのパンを
見つけられるベーカリー

Pantricot

P

MA
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パントリコ

自家製酵母や微量イーストでゆっくり発酵させた味わいのあるパンをつ
くることを心がけています。名古屋から東郷町に移転して皆様に支えら

れ早や 7 年経ちます。お客様と会話しながらお好みのパンをご提案させ
ていただきます。
11：00 頃に約 60 種類の商品が揃います。是非お立ち寄りください。

Pantricotのオススメ
・クロワッサン（よつ葉バター使用） …………… ￥190
・ミルククリーム（自家製練乳クリーム） ……… ￥160
・パンオフロマージュ（エメンタールチーズ入りフランスパン）￥330
・惣菜タルティーヌ・ピザ ……………………… ￥210 〜
・キッシュ ………………………………………… ￥270
・サンドイッチ …………………………………… ￥340 〜
・日替わりタルト ………………………………… ￥260 〜

など

パン・焼き菓子

東郷町北山台 1 - 3 - 4

0561-76-9795
10:00〜18: 30
定休日 日・月・木曜日
2台

〈価格は税込です〉

@pantricot

現金
deTOGO 店舗情報
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本格的なインド・ベトナム・タイ料理

DEAR DEAR 東郷本店

P

MA
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当店は本格的なインド・ベトナム・タイ料理を１つのお店で味わう事が
できるレストランです。中でも６０㎝を超える大きなナンやほんのり甘
くとろーりチーズのチーズナンは、お店の大人気メニュー‼
ほとんどのメニューがテイクアウト可能でナン１枚からでもＯＫ！

テイクアウト限定
おうちカレーセット
Lサイズ
カレー1品

プレーン
ナン1枚

チーズ
ナン1枚

チキンカレー
野菜カレー
豆カレー
ほうれん草とじゃがいも
キーマカレー
※上の中からお選びください。
多国籍料理

東郷町諸輪上鉾 1 2-360

0561-38-3588
ランチ

11:00〜15: 00(L.O.14:30)
ディ ナ ー

3点セット￥1,598

さらに！
Mサイズカレー
1品追加

4点セット￥2,138

〈価格は税込です〉※「おうちカレーセット」はクレジット払い不可となります。

17:00〜22: 00(L.O.21:30)
年中無休
（年末年始を除く）
18台

現金

クレジット
カードOK!

PayPay

電子マネー

http://www.dear-dear.com/

deTOGO 店舗情報

P
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小さなだし巻きたまご専門店

高坂桜 たかさかさくら

弊社のだし巻きたまごは、2 日間かけてインド洋鰹の削り節、道南産真
昆布、九州産椎茸のお出汁を取り、餌と水にこだわって飼育されてい
る鶏の卵を使用させていただいております。また、その素材を生かす
ために一本一本手巻きで巻いております。ご注文をいただいてから焼
き上げております。お買い上げ当日の味わいと翌日のお出汁の滲み込
んだ味わいをお楽しみください。

絶品のだし巻きたまごをご家庭で！
だし巻きたまご お品書き

サンドぅ お品書き

プレーン …………… 700円

サンドぅ
プレーン …………
明太マヨ …………
ハーフサンドぅ
プレーン …………
明太マヨ …………

あおさ ……………… 750円
しらすねぎ ………… 810円
小えびねぎ ………… 810円
明太マヨ※ ………… 810円
ねぎ ………………… 810円
和食たまご焼き

東郷町春木西羽根穴 2235-9

09 0 - 4 4 4 5 -5103

デリバリー要相談
テイクアウト
木・金曜日
10:00〜17:30( L.O.17:00) 要相談
1 台程
（店舗前）
5

※駐車場が狭い為、車以外でのご来店をおすすめしております

700円
760円
360円
380円

ゆず
（冬季限定）…… 810円
※プラス50円でマヨプラス可能
営業日以外のご予約承ります。
ご予算に合わせて相談に応じます。
〈価格は税込です〉

@dashimaki.takasakasakura

https://www.facebook.com/takasakasakura/

現金
deTOGO 店舗情報

ご家庭でもよなき家の本格ラーメンを！

P
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よなき家 本店
写真は、中華そば、チャーシューおにぎり。

ラーメンは店のメニューの全種類対応できます。
麺は生麺のまま持ち帰って各ご家庭で茹でていただくか、すぐに召し

上がる予定の方には、完成したラーメンをお渡しすることができます。

ご家庭でもよなき家の本格ラーメンを！

よなき家のテイクアウトメニュー
利用可能時間
11：30〜14：30 17：00〜22：00
中華そば ……………… 650円 焼肉丼………………… 500円
塩ラーメン …………… 650円 天津飯………………… 500円
味噌ラーメン ………… 650円 チャーシューおにぎり…… 350円
ゆず塩ラーメン ……… 750円 手作りギョーザ ……… 350円
ラーメン

東郷町春木太子 3 9 - 3

0561-38-8080
ランチ

11:30〜14: 30
ディナー

17:00〜22: 00
定休日 火曜日
20 台

辛味噌とんこつラーメン… 850円 おつまみチャーシュー…… 500円
お電話にてご予約いただきますと、お待たせすることなくお渡し
することができますので、お電話注文を推奨いたします。
〈価格は税込です〉

現金

@yonakiya̲togo̲
http://www.yonakiya.jp

deTOGO 店舗情報

注文が入ってから揚げる熱々の海老天！

P

MA

天むす久

6

こだわり、心こそが当店のおもてなし、一つの調味料。海老、米、塩、
海苔、天むすにかかせない全ての食材にこだわりました。店主一二三
が握る心のこもった天むすをお口に広げればきっと伝わるはず。お持
ち帰りはもちろん、ちょっとした贈り物にもご利用下さい。

東郷名物！天むすをどうぞ！
天むす弁当

天むす
3個

おかず
2品

お漬物

天むす弁当 ……………………… 650円
単品 天むす1個…………………… 150円

天むす

東郷町和合ギロウ 62- 5

0561-38-2133
ランチ

11:00〜13: 30
ディナー

〈価格は税込です〉

16:00〜18: 00

（営業していない場合あり）

定休日 日・月曜日・祝日
3 台（店舗前）

現金
deTOGO 店舗情報
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ボリューム満点！！

ユニゾン

当店のおすすめメニューはユニ玉（いか、肉、エビのお好み焼きの上
にうす焼き玉子を乗せます。
）是非お試し下さい。

ユニゾンのオススメ

ユニ玉…………………………………… ¥1,000

その他 お品書き
お好み焼き

東郷町北山台 2 -4-12

0561-38-1522
11:00 〜 18:00
定休日 日曜日・祝日

・いか玉 ………………￥800
・肉玉 …………………￥800
・エビ玉 ………………￥800
・チーズコーン ………￥900

・モダン（そば入り） ￥1,100
・納豆 …………………￥900
・ベーコン ……………￥900
・ヘルシー（カボチャ、コーン） ￥900
など

〈価格は税込です〉

4台

d 払い
LINE Pay

現金

電子マネー

メルペイ
deTOGO 店舗情報

新鮮で華やかなお寿司をご自宅でも！

都寿司

P
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お店でのおいしさそのままにご家庭でも召し上がっていただけるよう、
東郷町内全域への配達も承っております。
店内の混み具合によりお時間をいただくこともございますので、ご予
約をお願いいたします。
また、
２日前までにご予約いただければオードブルもご用意いたします。

出前OK！ネタが自慢の都寿司
テイクアウト お品書き（季節によりネタの変更があります）
並寿司………………1,300円

鉄火丼………………2,500円

上寿司………………2,600円

穴子丼………………2,500円

特上寿司 ……………3,300円

にぎり定食 …………2,000円

ちらし ………………1,300円

ちらし定食 …………2,000円

子供寿司 …………… 800円

オードブル など

助六寿司 …………… 800円
寿

司

東郷町春木池田 7 6 - 1

0561-38-1144
ランチ

11:00〜13: 30

まぐろにぎり …………2,400円
デリバリー範囲；町内全域
〈価格は税込です〉※デリバリーのお支払いは現金のみとなります。

ディナー

17:00〜19: 30
定休日 水・第 2・3 火曜日

（不定休）

15 台（店舗前・横）
7

（おり代 別途 200 円）

焼穴子にぎり ………2,500円

Pay Pay

現金

クレジット
カード OK !

電子マネー

au PAY
deTOGO 店舗情報
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皆んなでいこまい

いこまいカフェ
東郷町の人気公共施設イーストプラザいこまい館内のいこまいカフェ
が再オープンしました。新たにテイクアウト専用スペースをつくり、
お客様に安心して来館してほしく知恵をしぼりました。カフェスタッ
フ一同笑顔でお待ちしております。弁当予約も受付ております。
お気軽にお電話ください。

いこまい館でお弁当が買える！
限定 20 個！
いこまいカフェ
手作り日替り弁当
………………550 円
カフェ

東郷町春木西羽根穴 2225-4
イーストプラザいこまい館 1 階

0561-39-5334

11:00 〜 15:30
定休日 火・土・日曜日・祝日
共用 20 台

夏の定番 ！夏バテ解消！
サラダうどん
………………530 円
〈価格は税込です〉

現金
https://www.togo-tis.co.jp/shisetsu/ikomai-cafe/

deTOGO 店舗情報

伝統の味を守り続けるうどん屋
味噌カツ、煮込みうどんが人気！

松屋

P
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東郷町で伝統の味を30 年以上守り続けています。東郷町の出前のできる
うどん屋さんとして親しまれています。
定番のうどん・そば以外にも各種定食・中華そば・味噌カツ・味噌煮込
みうどんなどバラエティー豊富です。人気ナンバーワンのメニューは、
味噌カツとみそ煮込み。どちらもオリジナルの秘伝の味噌で仕上げます。

白鳥・和合ヶ丘出前OK！
麺類

うどん……………… 530 円
きしめん…………… 550 円
煮込みうどん（玉子入り） 750 円
中華そば…………… 550 円
冷中華（6 月〜9 月） 700 円

丼物
和

食

東郷町白鳥 2 - 1 - 5

0561-38-1428
ランチ

11:00〜14: 00
ディナー

17:00〜20: 30
定休日 火曜日夜・水曜日
2台

玉子丼………………
カレー丼……………
カツ丼………………
豚の角煮丼 …………

700 円
770 円
770 円
970 円

定食

うどん定食 …………
きしめん定食 ………
中華定食……………
しょうが焼き定食 …

770 円
800 円
800 円
970 円

一品

味噌カツ…………… 700 円
串カツ……………… 700 円
一口串揚…………… 700 円
鶏から揚…………… 700 円
その他多数

〈価格は税込です〉

※出前は店舗近隣 1km 以内、
1,000 円以上でお願いします。

現金
deTOGO 店舗情報

8

おさしみ、天ぷらなど本格和食のお弁当

四季食鮮

魚よし

P

MA
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魚が美味しいと評判の「魚よし」の味がご家庭で味わえるお弁当です。
市場で仕入れた新鮮な魚のお刺身、旬の食材を使った天ぷらを始め、
本格的な和食が楽しめます。
法事や慶事のお弁当・仕出しもご予算に応じて対応させていただきま
す。お気軽にお越しください。

魚よしの
お持ち帰り弁当メニュー

ご注文はお電話にて前日までにお願いします。
期間限定 日替り弁当

その他持ち帰り弁当

A:弁当 ……………880円

コロッケ弁当 ………1,080円

B:弁当（刺身入り）1,300円

和

食

東郷町春木白土 2 -101

052-801-6229
ランチ

11:30〜14: 00
ディ ナ ー

火曜日
水曜日
木曜日
金曜日
土曜日
日曜日

コロッケ
とりの唐揚
エビフライ
天ぷら
チキンカツ
イカのフライ

唐揚げ弁当…………1,296円
エビフライ弁当 ……1,512円
とんかつ弁当 ………1,512円
天ぷら弁当 …………1,512円
お刺身弁当 …………1,728円
ヒレカツ弁当 ………1,620円

〈価格は税込です〉

17:30〜20: 00（店頭受渡し）
定休日 月曜日
16 台（店舗前と道を挟んで向かい側）

PayPay

現金

電子マネー

http://togo-uoyoshi.com/index.html

deTOGO 店舗情報

手打ちのそば うどんが おいしいけど
AP
味噌カツやうな重も。
まるで和食のファミレス M

お食事処 みのぜん

12

153号線ぞいの153広場にある「みのぜん」。153広場と共に今年37周年
を迎えます。毎日打つそばやうどんの他に夏の今は手打ちの冷麦もおい
しい。最近ではテイクアウトにも力を入れていて、汁もの以外の全メ
ニューのほとんどが持ち帰る事が出来ますが、日替わりランチでしか食
べられない大人気のオムライスはテイクアウトでいつでも注文出来ま
す。カツ丼はボリュームたっぷりなカツの厚さで人気 NO.1！

みのぜんのおすすめメニュー
人気メニュー

和

食

東郷町和合牛廻間 41- 4

0561-38-3105
ランチ

11:00〜15: 00
ディ ナ ー

17:00〜22: 00
定休日 元日
153 広場共有駐車場
9

大きな丼ぶり

オムライス …………… 648円
カレーライス ………… 648円
他人丼………………… 648円
照り焼きチキン丼 …… 648円

カツ丼 …………………1,058円
天丼
（えび・野菜）………1,188円
焼肉丼…………………1,026円
うな重 …………………1,566円

特製弁当

おつまみ・一品メニュー

味噌カツ弁当 ………… 972円
ソースカツ弁当 ……… 972円
唐揚げ弁当 …………… 972円
焼肉弁当 ……………… 972円

天ぷら盛り合わせ ……1,490円
穴子天ぷら …………… 626円
とり天 ………………… 486円
桜えびのかき揚げ …… 486円
ジャンボエビフライ2本 1,296円

〈価格は税込です〉

法事・慶事・各種宴会も
お気軽にご相談ください。

現金

クレジット
カードOK !
deTOGO 店舗情報
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団欒食堂

あいそ家 東郷店
あいそ家は東海地区を中心に店舗展開しており、和食を主体としたカ

ジュアルな和食麺類を提供しているレストランチェーン店です。
名古屋めし、味噌煮込みうどん、手羽先はもちろんご家庭の味を外で
味わうことができます。

毎日でも来店していただけるお店、家庭の食卓と同じ感覚で利用して
もらえるお店・・・そんな身近なお店を目指しています。

あいそ家の味をご家庭で
電話予約 OK ！

和

食

東郷町春木清水ヶ根 4086-29

0561-38-3227
平 日・土

11:00〜23: 00(L.O.22:30)
日・祝

弁当（おかずのみも可）
ロースかつ弁当 ………… 831円
ロース味噌かつ弁当 …… 831円
ミックスフライ弁当 ……… 810円
親子丼弁当……………… 691円
ポークステーキ弁当 …… 831円
麺

パーティセット

ファミリー天ぷら ………
パーティーセット………
でか盛り手羽先 ………
ファミリー串かつ ………

手羽先

1,436円
2,894円
2,700円
2,138円

大皿手羽先10本 ……… 961円
カレーうどん …………… 831円 手羽先5本 ……………… 529円
ロースカツカレーうどん 1,188円 黒手羽先3本 …………… 324円
その他メニュー多数
〈価格は税込です〉

11:00〜22: 00(L.O.21:45)
定休日 年中無休
30台

クレジット
カード OK !

現金

電子マネー

QUICPay
WAON
nanaco
交通系

http://www.ajino-mingei.co.jp/aisoya/

deTOGO 店舗情報

こだわりのチーズケーキ専門店のカフェ

パスタ＆チーズケーキ工房

マザーハーツ

P

MA
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パスタメニューもテイクアウト出来ます。パスタの場合は、お客様に
ご来店頂いてからお作り致します
（ 2 〜 3 分お待ち頂きます）お名前、
ご来店、ご来店時間、お電話番号をお伝えください。

マザーハーツの
本格メニューがご自宅で味わえます！
おかず各種

……………………………………691 円

・ハンバーグ 180ｇ 和風ソースｏｒデミソ−ス
・天使エビフライ（3 本）タルタルソース付

グラタン or ドリア各種 ………………………799 円
・ほうれん草、ベーコン、きのこ
・サーモン、きのこ、ブロッコリー

パエリア各種

………………………………1,004 円

・エビ、ムール貝 ・鶏肉、きのこ
洋食・カフェ

東郷町白鳥 1 -2 -2

0561-38-1570

8:00〜19: 30
テ イ ク ア ウ ト 11:00〜19: 30
定休日 水曜日

ピザ 21cm 各種 ………………………………810 円
・サラミ、ベーコン、じゃが芋 ・アンチョビ、生トマト

サラダ各種

……………………………………388 円

・ポテトサラダ など
〈価格は税込です〉

（祝日の場合は翌日木曜日）

11 台

現金
http://mother-hearts.com/

クレジット
カード OK !

メルペイ

電子マネー
deTOGO 店舗情報

10

P

MA

昭和の味を頑固に守り続ける洋食屋

15

レストラン東郷

秘伝のデミグラスソースを味わえる「サーロインステーキ」
、家族連

れに大人気の「ジャンボハンバーグ」
、長さが 25cm もある「ジャン
ボエビフライ」
、
当店オリジナルの「東郷スパゲティ」など人気メニュー
をテイクアウトでお楽しみください。

グランドメニューは
全てがお持ち帰りできます！

洋

食

東郷町春木新池 1 4 0

0561-38-1375
11:00 〜 21:00

（12:00 〜 14:00 の注文は、
少々お時間をいただく場合あり）

ハンバーグステーキ
とんかつ
ミニヒレカツ ………… 864円 目玉焼き付き（150g） …… 843円
ヒレカツ …………… 1,275円 レギュラー（200g） …… 918円
（350g） …… 1,620円
厚切りヒレカツ …… 1,923円 ジャンボ
ロースカツ ………… 1,275円 ごま味噌（200g）……… 972円
厚切りロースカツ…… 1,923円 カレー（200g）………… 972円
梅しそ巻ヒレカツ…… 1,383円 チーズin（200g） ……… 972円
ミルフィーユカツ（チーズin） 1,383円 シーフード
ジャンボエビフライ…… 2,376円
鉄板焼き
ポークステーキ（250g） …… 1,404円 エビフライ ………… 1,383円
Wポークステーキ（350g） …… 2,031円 盛り合わせフライ …… 1,383円
ポーク生姜焼き（200g） …… 1,383円
〈価格は税込です〉

定休日 第 2 火曜日
30 台

現金

クレジット
カード OK !

PayPay

電子マネー
deTOGO 店舗情報

○○○○○○○
全国からファンが集まる人気のハンバーガー

MAGNET
MAGNET DINER
DINER

16

人気のハンバーガーは「50ʼs ハンバーガー」
「ベーコンチーズハンバー
、
ガー」、「アボカドチーズハンバーガー」の 3 種類。ボリュームタップ
リのサラダとポテトをセットでどうぞ！

人気のハンバーガーをご自宅で！
セットメニューがお得です！
BURGERS

フィフティーズバーガー ………972 円
フィフティーズチーズバーガー 1,080 円
BBQ バーガー ……………… 1,296 円

SET MENU

フレンチフライポテト + ドリンク ………432 円
オニオンリング 6P +ドリンク ………432 円
カーリーフライ +ドリンク ………432 円

洋

食

東郷町和合字牛廻間 231- 1

0561-39-3770
平日

11:00〜14: 00
土日

11:00〜15:00・17:00〜20:00
定休日 月・火曜日
16 台
11
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RICE

ロコモコ …………………………972 円
タコライス ………………………972 円

その他 ホットドッグ、タコスもございます。
〈価格は税込です〉

現金
deTOGO 店舗情報

コーヒーと食事でくつろぎのひとときを

ちゃいるど
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ちゃいるどは「日替わりランチ」が大人気です。
毎日食べていただいても飽きないよう工夫したメニューでお客様をお

待ちしています。カレーやサンドイッチもお持ち帰りできます。常連
客も多いちゃいるど自慢のメニューを是非一度お試しください。

ちゃいるどのテイクアウト！
当日 11 時までにご予約ください。
日替わりランチ
ドリンク付き……………………………………………… 950 円
ドリンクなし ……………………………………………… 850 円

喫茶・ 食 事

東郷町白鳥 2 -1 -7

0561-38-1402
火〜土曜日

7: 00 〜19 : 00
日曜日

毎ランチ
A セット カレーライス サラダ …………………………
B セット 焼そば 赤だし ライス ………………………
C セット 焼うどん（しょうゆ／ソース ）赤だし ライス
サンドウィッチ
（ ドリンク付）
ハムサンドウィッチ ………………………………………
タマゴサンドウィッチ ……………………………………
ヤサイサンドウィッチ ……………………………………

700 円
800 円
800 円
880 円
880 円
880 円

〈価格は税込です〉

7: 00 〜18 : 00
定休日 月曜日
10 台

現金
deTOGO 店舗情報

いつもの珈琲とボリューム満点のメニュー

コメダ珈琲 和合店

P

MA
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153 広場にあるコメダコーヒー和合店です。ボリューム満点のコメダ
のテイクアウトメニューを お楽しみ下さい。人気のコメチキ、みそ
カツパン、カツカリーパンなどもテイクアウトしていただけます。
店内でのモーニング、ランチもお待ちしています。

いつもの珈琲とご一緒に！

喫茶・ 軽 食

東郷町和合牛廻間 41

0561-38-3153

7: 00 〜21: 00（L.O. 20 : 30）
153広場 共用 70 台

コメダブレンドコーヒー
ホット …………………
ホット1.5倍 ……………
アイス …………………
アイス1.5倍 …………
ホットドッグ・ピザ
ホットドッグ ……………
チリドッグ………………
コメダ特製ピザ ………
バーガー
ドミグラスバーガー……
コロッケバーガー ……
フィッシュフライバーガー…

430円
530円
430円
530円

コメチキ
コメチキ6個 …………
特製サンド・
トースト
ハムサンド ……………
ハムトースト …………
ポテサラサンド ………

450円 ポテサラトースト ………
450円 あみ焼きチキンホットサンド
530円 パン
カツパン ………………
580円 みそカツパン …………
480円 エビカツパン …………
480円 カツカリーパン ………

540円
580円
580円
640円
640円
860円
880円
880円
880円
880円

〈価格は税込です〉

現金

クレジット
カード OK !

交通系

電子マネー

http://www.komeda.co.jp/search/shopdetail.php?id=67

deTOGO 店舗情報

12

ご家庭やオフィスでもココイチの味が楽しめます！
P
MA
カレーソースのお持ち帰りもできます。

カレーハウス

CoCo 壱番屋 東郷店

19

量も、辛さや甘さも、トッピングも自由自在。サイドオーダーも充実。
ご注文は、今すぐインターネット・電話・FAX で。お持ち帰りもでき
ます。定番メニューのほか、地域限定メニュー、期間限定メニューが
あります。くわしくはホームページをご覧ください。

ココイチの期間限定メニュー
お子様カレー
グランドメニュー
ポークカレー ………………… 493円 ハンバーグ ………………… 398円
甘口ポークカレー …………… 493円 チキンナゲット……………… 398円

カレー

東郷町春木池田 2 2 -1

0561-39-3858
11:00〜23:00
定休日 年中無休
共用 15 台

ビーフカレー ………………… 641円 ハンバーグ＆ソーセージ
480円
ハッシュドビーフ ……………… 641円 チキンナゲット＆ソーセージ 480円
フィッシュフライカレー ……… 650円 ミニお子様カレー ………… 304円
エビあさりカレー……………… 692円
イカカレー …………………… 703円
なすカレー …………………… 650円
やさいカレー ………………… 724円
ほうれん草カレー …………… 724円
野菜三昧カレー …………… 1,112円
〈価格は税込です〉

現金

クレジット
カード OK !

電子マネー

https://www.ichibanya.co.jp/

PayPay
QUICPay
WAON
楽天 Edy
nanaco
iD
交通系

deTOGO 店舗情報

いづ家の味をご家庭でどうぞ
おいしいお好み焼き

P

MA
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いづ家本店

ふんわり、しっとりお好み焼きに 1 度食べるとクセになる坦々焼きそ
（L.O. 20 : 30）
ば、カリッとジューシー唐揚げなど、リピーターの方続出です。ご自
宅で是非いづ家の味をお楽しみください。

いづ家の味をご自宅で！
焼きそば
特製ソース焼きそば（目玉付）600円
特製坦々焼きそば ………… 600円
とろとろ卵のオムそば……… 700円
唐揚げ
台湾風カラアゲ …………… 600円
特製旨マヨカラアゲ ……… 600円
特製甘辛タレカラアゲ …… 600円
若鶏カラアゲ ……………… 600円
居酒屋

日進市赤池 2 -6 0 6

052-801-7585

16:00〜22: 00（L.O. 21: 30）
商品お渡し時間

17:00〜22 :00（L.O. 21: 30）
定休日 火曜日・第３月曜日
無（提携はしていませんが近隣に

テイクアウト 17:00 〜 22 :00
( 最終受付 21: 30 まで )
テイクアウト電話予約受付
16:30 から 052-801-7585
〈価格は税込です〉

PayPay

現金

コインパーキング多数御座います）
13

お好み焼き
ブタ玉 ………………… 700円
キムチ玉 ……………… 800円
チーズ玉 ……………… 800円
ＭＩＸ玉 ………………… 900円
ブタもだん …………… 850円
ミックスもだん … … 1,050円
お子様メニュー
子どもポテトフライ …… 300円

http://iduya.com/

電子マネー
deTOGO 店舗情報
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カフェのサンドイッチをご自宅で！

キャトル

東郷町で OP ENして32 年！カフェのサンドイッチをご家庭で楽しんで

いただけるように心を込めて作っています。モーニング（350 円）も盛

況を頂いております。お好みのコーヒーカップを選んで頂き、美味し
いコーヒーを味わっていただくこともできます。現在、どんぶりラン
チやカレーうどん、甘味のメニューを開発中です。ららぽーとのオー
プンで東郷が注目されているので、当店も立ち寄っていただけるよう
にメニューを充実させていく予定です。

キャトルの
テイクアウトサンドイッチ

喫茶・ 軽 食

東郷町春木折橋 7 1 2- 8

0561-38-6404
7:00 〜 12:00

（9 月より 7:00〜15:00 予定）

定休日 土曜日・日曜日
8台

玉子サンド ………
ハムサンド …………
野菜サンド ………
ミックスサンド ……

600円
600円
600円
650円

新鮮な素材を使用しているので
お子様からお年寄りまでご家族
でどうぞ！
〈価格は税込です〉

お好みのコーヒーカップを選べる
モーニング（350 円）も人気です

現金
deTOGO 店舗情報

肉の鮮度はもちろん！ボリューム満点です！

焼肉ホルモン東郷店

P

MA
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東郷町に愛される元気になる焼肉屋♪コスパ良しで常連が集う場所！
テラス席、個室完備！リーズナブルで美味しい♪アットホームなお店
です。

全品お持ち帰りOK！
おうちで焼肉パーティー！

焼

肉

東郷町北山台 5 -8 -1

0561-39-2941
月〜金

11: 30〜15:00/17:00〜23:00

牛タン
手切上タン ……………790円
手切並牛タン …………680円
極厚牛タン ………… 1,380円
カルビ・ハラミ
和牛並カルビ …………780円
和牛上カルビ …………890円
和牛かいのみカルビ……980円
国産牛上ロース …… 1,480円
中落カルビ ……………720円
穀物牛カルビ …………480円
穀物牛ハラミ …………690円
牛ホルモン
上ミノ …………………780円
しま腸 …………………490円
小腸 …………………490円
牛ハツ…………………580円

豚
豚コブクロ ……………420円
イベリコ豚肩ロース……450円
豚とろ …………………390円
豚上カルビ ……………450円
豚ホルモン
味噌とんちゃん…………198円
豚レバー ……………… 98円
のど軟骨 ………………390円
豚タン …………………420円
豚ハラミ ………………390円
豚ハツ…………………390円
豚ガツ …………………290円
たれ
醤油たれ………………580円
味噌たれ………………350円

〈価格は税込です〉

土・日・祝日

11: 30〜14:30/17:00〜23:00
定休日 年末年始
30 台

現金
https://togohormone.owst.jp/

クレジット
カード OK !

PayPay

電子マネー
deTOGO 店舗情報
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出来たての美味しさを そのままに！

筑紫飯店

創業は昭和 5 4 年。本格四川料理で人気を博した初代から、陳健一氏
直弟子の二代目が味を引き継ぐ。麻婆豆腐や手作りの餃子をはじめ、

旬の食材を生かした王道メニューが揃う。
（水）
〜（日）のランチ、テイクアウト（予約オードブル可能）やコース
料理をアットホームな雰囲気でお届けしている。

筑紫の人気メニューベスト10
①餃子６コ入り ……………………… 300円
②鶏もも肉の唐揚げ ……………… 950円
③麻婆豆腐・陳麻婆豆腐 ………… 各950円

中

④炒飯 ……………………………… 700円
⑤青椒肉絲 ………………………… 950円
⑥海老のチリソース煮 …………… 1,200円
⑦海老のマヨネーズソース ……… 1,100円
⑧ニラレバ …………………………… 950円
⑨カニ玉 …………………………… 950円
⑩回鍋肉 …………………………… 950円
（※全50品／辛い料理は辛さ調節ができます）

華

東郷町白鳥 2 -4 -6

0561-39-1516
ランチ

弁当販売 平日 11:00〜（なくなり次第終了）
店内飲食 平日 11:30〜14:00（L.O.13:30）
土・日 11:30〜14:00（L.O.13:30）
ディナー

〈価格は税込です〉

店内飲食 平日 18:00〜21:00（L.O.20:00）
土・日 17:00〜21:00（L.O.20:00）
定休日 月・火曜日
4 台（その他ご用意がありますので、

現金

お気軽にお電話ください）

https://thukushi.crayonsite.net/

deTOGO 店舗情報

野菜たっぷり、ボリューム満点！

P

MA

ベトコンラーメン新京
新京発祥のベトコンラーメン。ピリ辛スープが大好評です！そのほか、
野菜たっぷりの国士無双、餃子、トリカラ、ゲソカラと人気メニュー
がたくさんありますが、お持ち帰りできるのは、餃子とトリカラのみ
です。人気店の味をご自宅でも味わっていただけます。

※写真は 2 人前です。

大人気！
新京のテイクアウトメニュー
餃子 1 人前 ……… 380円
トリカラ S ………… 680円
トリカラ ………… 950円

中

華

東郷町白鳥 2 -1 -4

0561-38-2310

11:30〜14: 00（L.O.30 分前）
18:00〜20: 30（L.O.30 分前）
定休日 月曜日・火曜日
２台
（店舗前）
他4台
（店南サンキョーテクノ様南の月極）
15

〈価格は税込です〉

現金
https://www.k-betokon.com

deTOGO 店舗情報
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東郷町商工会からのお知らせ

deTOGOホームページ・SNSで
東郷町
のお店情報
を を
東郷町
のお店情報
SNSでも
情報発信中！

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う外出自粛の中、
テイクアウトという形で頑張っている飲食店を
アプリとホームページで紹介しています。
みなさまもぜひ、
ご活用ください。
＃美味しい情報
＃detogo

ぜひお友達登録してね！
お得情報がゲット

できちゃうかも！？

商工会は、お店への支援を通してまちづくりに貢献しています！
商店主や経営者の皆様をサポートします！

商工会は下記のような業務で商店主や経営者をサポートしています。
◇ 経営全般にまつわるご相談
◇ 国・県・町の補助金のご相談
◇ 社長や社員さんの年金・保険・退職金などのご相談

起業家を支援します！

商工会は起業を目指す方を支援しています。
◇ 起業にまつわる手続きや経営のご相談
◇ 各種セミナー

イベントや地域のお店の情報を発信します！

商工会は地域を活性化するイベントや情報発信を行っています。
◇ 産業まつり、
異業種交流会、各種セミナーの開催
◇ 商工会会員企業や地元特産品の紹介

お気軽に商工会にご相談ください。

☎ 0561-38-0821

東郷町商工会トップペー
ジのリンクボタンをク
リックするか︑下のＱ Ｒ
コードを読み取ってアク
セスしてください︒

すまいのスマイル 110 番
雨漏り、
リフォーム、修繕、壁の塗り替えなど
地元の信頼できる業者を紹介します！
急な雨漏りやトイレの目詰まりなどで困った経験はありませんか？
ペンキの塗り替えや屋根の補修など、
どの業者に頼んだらいいのか不安というお声も
よく聞きます。
そんな時、東郷町商工会では、頼りになる地元の業者をご紹介します。
お困りごと検索、店名検索がご利用いただけます。

編集後記

deTOGO 配布協力店

deTOGO6 号を最後までお読みいただきありがとうございました。
この冊子を手にとっておられる皆様も、新型コロナウイルス感染症で、様々な
影響を受けておられるのではないでしょうか？
私たち東郷町商工会加盟の各店舗でも休業や営業時間短縮の中で、お客様の安
心と安全を確保しつつ「いつもの味」を楽しんでいただくために、「デリバリー」
や「テイクアウト」での商品提供に一生懸命取り組んでいます。
そうした取り組みを皆さんに知ってもらうために今回の deTOGO では、「デリ
バリー＆テイクアウト」特集を企画しました。皆様の生活が、私たちの提供するお
いしい料理で少しでも豊かになっていただければと願いを込めて編集しました。
がんばる地元の飲食店を応援していただきますようお願いします。

お問い合わせは東郷町商工会まで

☎0561-38-0821

deTOGO は東郷町役場のほか、下記の東郷町
の商工会加盟店店舗で配布しています。
《主な協力店（順不同）
》

東郷町施設サービス㈱／マグネットダイナー
／焼肉ホルモン東郷／㈱レストラン東郷／
㈱東郷スズキ／魚よし／豊田信用金庫東
郷支店／プリントラボスッテ／ WANIWANI
／碧海信用金庫東郷支店／瀬戸信用金庫
東郷支店／岡崎信用金庫東郷支店／名古
屋銀行東郷支店／ＪＡあいち尾東農協東
郷支店／ＪＡあいち尾東農協諸輪支店／
ＪＡあいち尾東農協春木支店／町民会館
／パレマルシェ東郷店／マザーハーツ

所在地：東郷町春木申下 1337-1
受付時間：平日 8:30 〜 17:15（土・日・祝・年末年始除く）
メールでのお問い合わせは東郷町商工会ホームページからどうぞ
http://www.shoukoukai.jp/
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東郷
（株）左官 巧汢（たくと）
所在地
TEL
MAIL
HP

東郷町春木坂上12-2
FAX
080-5293-6997
0561-38-0417
takuto@song.ocn.ne.jp
http://tact-sakan.com

スズキ車販売・板金塗装・車検・リコール車対応はお任せください！
所在地
TEL
営業時間
HP

東郷町春木上正葉廻間3828-5
FAX
0561-37-0080
0561-41-8440
平日・土曜 9：30〜19：00／日曜・祝日 10：00〜18：00
http://www.togosuzuki.jp

㈲コジマ科学

㈱春木水道
所在地
TEL
FAX

所在地

東郷町兵庫2-7-10
0561-39-1503
0561-38-6986

TEL
MAIL
HP

分析機器販売

東郷町涼松1-6-4
FAX
052-807-2110
052-807-2101
kojima@kojimakagaku.co.jp
http://kojimakagaku.co.jp

土木・外構・不動産のことなら

エスケー工業㈱
所在地
TEL
HP

東郷町諸輪狐坂99-1
FAX
0561-39-1937
http://sk-kk.jp

所在地

0561-39-1991

TEL
HP

東郷町春木音貝43-5
FAX
052-801-6217
http://taiseigikenn.com

052-803-1061

ひとつの部品から丁寧・高品質に

青山測量設計事務所
所在地
TEL
FAX
MAIL

東郷町春木台3-9-27
0561-38-8261
0561-38-8261
s-aoyama@nisshin-survey.co.jp

㈱山田工業所
所在地
TEL
HP

東郷町諸輪北山158-244
FAX
0561-39-0571
0561-38-5635
http://www.yamada-industry.co.jp

全国健康保険協会認証
各種健康診断実施

世界初！木質流動成形

医療法人名翔会

和合セントラルクリニック

弦楽器専用スピーカー

「 Vuillaume hommage」

チヨダ工業株式会社
所在地
TEL
HP

東郷町大字春木岩ケ根１
FAX
0561-38-0005
0561-38-5191
http://www.t-chiyoda.co.jp/

豊田信用金庫 東郷支店
所在地
TEL
HP

「フェニころ」君
東郷町和合前田163-1
FAX
0561-38-1331
0561-38-6308
https://www.toyoshin.co.jp

あなたの街の
でんき屋さん

TEL
FAX
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東郷町春木音貝43-24
052-801-4422
052-804-7722

健診予約TEL：052-821-0090

営業日 月〜土（金土、婦人科実施）
営業時間 8：30〜12：00 午前のみ
HP：セントラルクリニックグループ（https://www.central-cl.or.jp）

㈲橋本モータース

㈲石田ガラス店
所在地

東郷町春木白土1-1884
TEL：052-805-8000

所在地
TEL
所在地
TEL

東郷町白土1-1334
052-805-3759

FAX

052-805-3743

営業時間
HP

東郷町春木音貝86-2
FAX
052-803-4788
052-806-7131
定休日 日曜日・祝日
8：00〜19：00
http://www.hashimotors.jp

大輝地所は
売りたい方 買いたい方 の
笑顔を大切にします
お電話お待ちしてます
アパレルショップ
所在地
TEL
営業時間

大輝地所

WANI WANI

東郷町白鳥２丁目１−４
090-6338-8282
11：00〜19：00 定休日 木・日曜日

所在地
TEL

Daiki Land
Planning

東郷町御岳2丁目17番地の2
FAX
0561-38-6774
0561-38-6802
愛知県知事（7）第16311号

㈱リフォ
所在地
TEL
営業時間
HP

みよし市三好町西荒田４６
0120-21-5999
10:00〜18:00（水・木定休）
http://www.rifo.co.jp

㈱東海トラベル
所在地
TEL
営業時間
MAIL

名古屋市中区錦1-5-11 伊藤忠ビル4F
FAX
052-855-4761
050-589-7001
月〜金 9:00〜18:00 定休日 土・日・祝日
hamamatsu@tokaitravel.co.jp

相羽ばね工業㈱
所在地
TEL
FAX
MAIL

四季食鮮 魚よし

東郷町大字春木字中ノ杁773
0561-39-1221
0561-39-1802
aiba̲spring@me.ccnw.ne.jp

所在地
TEL
営業時間
HP

東郷町春木白土2-101
定休日 月曜
052-801-6229
11:30-14:30（LO 14:00）17:00-21:30（LO 21:00）
http://togo-uoyoshi.com/index.html
塗り替えとリフォーム
地元で愛されて50年

理想の空間を作る
空間デザイナー

オカ塗 装 店
大宴会場有り！
（６８名様）

㈱レストラン東郷
所在地

TEL 0561-57-6736

㈲磯村新聞店
所在地
TEL
FAX

東郷町大字和合字林清池85-3
0561-39-0233
0561-39-0299

TEL
営業時間
HP

東郷町大字春木字新池140
定休日 毎月第２火曜日
0561-38-1375
11：00〜22：00（オーダーストップ 21：30）
http://www.re-togo.com

TEL
HP

所在地
TEL
MAIL
HP

東郷町春木白土1-892
FAX
0561-39-2633
0561-38-4449
okayoshi@d2.dion.ne.jp
http://okapaint.com

㈱東郷建設

愛知県中小企業共済(協)
所在地

オカ塗装店

所在地

名古屋市中村区名駅4-4-38ウインクあいち16階
FAX
052-587-2225
052-581-1180
https://www.ack-kyosai.or.jp

TEL
MAIL
HP

東郷町諸輪富士塚181-33
FAX
00561-39-1752
0561-39-1753
info@togo-k.com
https://togo-k.com

勝 手に

人の店

普及委
員会
日巧造園

東三管工㈱
所在地
TEL
FAX
MAIL

東郷町諸輪北木戸西48-1
0561-39-2643
0561-39-1128
tokan@eos.ocn.ne.jp

の

オススメ！

有限会社

大谷商店 で検索！

東名税理士法人
所在地
TEL
FAX

東郷町和合前田155コンフォール和合101号
0561-37-2020
0561-37-2120
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リホーム
リノベーション
片付け
クリーニング

日本一へ向けて第8代日進レッドブラックス始動！

（株）

所在地
TEL

愛知県知事 許可
（般−31）第74089号

FAX

東郷町春木姥ヶ根933-1
0561-38-7063
0561-38-6003

アルミ表面処理（アルマイト）のグローバルメーカー

中部理化 制品（平湖）
有限公司

株式会社中部理化
株式会社中部精工
Chubu Rika(VN)
Co.,LTD.

主要品目

タントアン工場

Chubu Rika
Long Hau(VN)
Co.,LTD.
ロンハウ工場

19

株式会社中部理化

本社：〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町諸輪字北山 80-9
TEL 0561-39-0555 / FAX 0561-38-3188
URL https://chuburika.jp/

東郷町商工会 デ・東郷

vol.6 2020 年 7 月 27 日発行 発行／東郷町商工会 発行人／石川智久 企画・編集／東郷町商工会広報委員会 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町春木申下 1337-1 企画協力／株式会社ニューフォース

2020【夏号】●広告掲載・取材のお問い合わせ…東郷町商工会 ☎ 0561- 38- 0821 ※本誌は年 4 回発行で、東郷町商工会会員店舗で配布します。※本誌内容の無断転載を禁じます。

力を動きに、動きを力へと変える「ばね」
“鋭く” “大胆に” “細やかに”「ばね」は、その動きの中に無限の可能性を秘めています。
わたしたち『ばねの東郷』は「ばね」のうちに秘められた力を信じ
常に時代の一歩先を見つめた製品で、豊かな社会を築きます。

『 昨日よりもよい品 』で社 会に奉 仕 する
本社・工場
〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池1番地
TEL 0561-38-1111（代） FAX 0561-38-5335

関東営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目133-1 ワンライトビル4B
大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-23-15 セントアーバンビル 506号室
広島営業所 〒733-0002 広島市西区楠木町二丁目1-11-104 グレイシア楠木1F

Take Free

有効期限：2020 年 9 月末日

