
2020年9月11日 現在

（有）三河屋
うな重（松）・うな重（竹）・天

重・上天重
10:00 ～ 20:00 月曜 青梅市勝沼1-192 0428-22-2716

11:30 ～ 14:00

16:30 ～ 20:00

Dining & Gallery 繭蔵 お弁当・スイーツ・パン 10:00 ～ 16:00 無休 青梅市西分町3-127 0428-21-7291

（有）アキジュエリー
お弁当・パン（調理パン以外）・

お菓子類
10:00 ～ 17:00 火曜 青梅市住江町49-5 0428-23-0321

青梅麦酒
お弁当・冷凍お惣菜（ハンバーグ

等）
11:30 ～ 13:30 火曜 青梅市本町145 0428-78-3106

11:30 ～ 14:00

17:00 ～ 20:00

D/W COFFEE

ナポリタン・ミートソース・モッ

ツァレラチーズのピザ・プレーン

チーズピザ・エビピラフ・ビーフ

カレー・ケーキ類（モンブラン・

チーズケーキ・プリン・チョコ

レート・りんごタルト）

11:30 ～ 16:30 月曜 青梅市本町160-18 0428-27-9129

呑み処　みんみん家 お弁当・オードブル・総菜・ピザ 11:00 ～ 20:00 火曜 青梅市仲町306-7 0428-27-1202

おうめ大学芋本舗 大学芋・芋菓子　他 10:00 ～ 17:00 月曜
青梅市大柳町1373-1

サンハイツ大柳103号
0428-25-0106

備考事業所名 取扱商品 対応可能時間 定休日 住　所 TEL

寿々喜家 うな重・天重 水曜 青梅市本町153 0428-22-2064

新型コロナウイルス対策応援事業

テイクアウト・サポート・プロジェクト登録店　一覧

※詳細等につきましては登録店へご確認ください。

【青梅地域 ： 勝沼・西分町・住江町・本町・仲町・滝ノ上町】

寿司・ちらし・巻物各種・うな重 水曜 青梅市勝沼3-182 0428-22-3549（有）寿司忠
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http://www.t-net.ne.jp/~mikawaya/
http://www.mayugura.com/
https://www.facebook.com/omebeer.tokyo/
http://ometime.tokyo/cafe/
http://omemiyage.main.jp/


11:30 ～ 14:30

17:00 ～ 19:00

（有）疋田商店 総菜・揚げ物 11:00 ～ 18:30
日曜

祝日
青梅市長淵4-239-13 0428-22-1714

旬菜と手打ち蕎麦・うどん店　稀

星（きらら）

そば・うどん・シフォンケーキ・

お赤飯
11:00 ～ 18:00 無休 青梅市千ヶ瀬町2-190-2 0428-24-3266

手もみらあめん十八番 丼物・チャーハン・餃子 11:00 ～ 19:30

月曜

第3

火曜

青梅市千ヶ瀬町3-471-1 0428-24-4824

waffle mania
ワッフル・パニーニ・バナナ

ジュース
11:00 ～ 17:00

火曜

木曜

土曜

日曜

青梅市千ヶ瀬町4-288-4 090-6470-4351

大龍軒　千ヶ瀬店 餃子・丼ぶりもの 11:00 ～ 20:00 無休 青梅市千ヶ瀬町4-313-2 0428-24-2074

チャコグリル お弁当・その他 10:00 ～ 19:00 月曜 青梅市河辺町4-10-6 0428-21-6234

宮よし 焼肉丼 11:30 ～ 20:00 無休 青梅市河辺町5-13-8 0428-25-3844

12:00 ～ 14:00

17:00 ～ 23:00

11:30 ～ 14:30

17:00 ～ 20:00

Café Pecora 日替わりお弁当 11:30 ～ 14:30
火曜

土曜
青梅市新町3-20-1 0428-78-0097

そば處　津久茂
天ざる・ざる・生うどん、そば・

各種丼物
11:00 ～ 19:30 水曜 青梅市新町5-45-2 0428-32-1230

TEL 備考対応可能時間 定休日 住　所

取扱商品 対応可能時間

青梅市河辺町10-13-20

取扱商品

月曜 青梅市河辺町6-3-15

定休日

お弁当・串あげ・ローストビー

フ・マカロニサラダ

丼ぶり物・天婦羅・焼魚・刺身

など

火曜

水曜
青梅市駒木町2-164-15和食の店　駒木野　まつもと

鮨処　美登里家
お弁当・寿司・ちらし寿司・うな

重・鯛めし

住　所 TEL 備考

0428-84-2520

事業所名

火曜

0428-27-5457

【河辺町・新町地区 ： 河辺町・新町】

【長淵・千ヶ瀬町地区 ： 駒木町・長淵・千ヶ瀬町】

食堂みやもと

0428-22-7507

事業所名
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https://hikidameat.co.jp/
https://kirara0701.jimdofree.com/
https://kirara0701.jimdofree.com/
https://miyayoshikabe.owst.jp/
https://omesusi.jimdofree.com/
http://shokudomiyamoto.owst.jp/
https://foodplace.jp/pecora/
https://omesusi.jimdofree.com/
http://shokudomiyamoto.owst.jp/


（株）紅梅苑 和菓子 10:00 ～ 16:00 月曜 青梅市梅郷3-905-1 0428-76-1881

11:30 ～ 14:00

17:30 ～ 21:00

（有）郷陽企画 お弁当・オードブル 8:30 ～ 17:00 無休 青梅市梅郷4-1825-2 0428-76-3288

11:00 ～ 15:00

17:00 ～ 20:00
手打ちうどん　さぬき うどん・丼もの 月曜 青梅市柚木町1-24-1 0428-76-1536

0428-74-9393

対応可能時間 定休日 住　所 TEL 備考事業所名 取扱商品

【梅郷地区 ： 梅郷・柚木町】

HIBACHIYA
メニューすべてのテイクアウト

OKです
月曜 青梅市梅郷4-702-2
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http://www.koubaien.net/
https://mfwave410.wixsite.com/mysite/
http://www.go-ya.com/
https://mfwave410.wixsite.com/mysite/

