
おうちで食べよう すながわごはん

天とろ丼￥1180

御食事処 泰弘膳

0125-52-2365

月

東1条北2丁目1-39上生寿し￥1980

はまむら鮨

11:30-21：00
(ランチ14時まで)

月・不定休

東1条南2丁目1-11

冷やしたぬき

￥700

東家そば店
0125-52-2639
11:00-19：30

第1・3日曜日
東1条北2丁目1-24

ろくザンギ1個

￥75

とりから揚げ
食事処ろく

11:30-13：30(土除く)
17:00-21:00

西1条北1丁目1-14

ポークチャップセット

￥1000

砂川パークホテル
レストラン石狩

0125-52-3989
11:00-20：00
年末年始

東2条北3丁目1-1

とんかつセット

￥950

銀平
0125-52-2178
11:30-20：00

年中無休

西1条北1丁目1-14

海鮮丼￥972

カネイ池内商店

0125-54-2952
11:00-18：00

日

東1条北2丁目1-1

デリバリー
配達
＆

テイクアウト
お持ち帰り

0125-74-6326

日

0125-52-4066
11:00-14：00
17:00-20:00

市内2個～

市内1個～市内2個～

市内弁当2個～ 市内2個～

市内2人前～ 市内2個～

からあげ弁当

￥421

ごはん処心ノ食卓
0125-74-6272
受付9：30-
受取11:00-14：00
日・祝日
東1条北1丁目1-6

えびみそあんかけ焼きそば

￥1080（別途容器代）

口福厨房
0125-52-7373

引取時間

11:30 or 17:00
火曜第2月曜
東1条南11丁目1-10

￥180

おむすび 満
080-4244-6651
10:00-17：00

東1条南1丁目1-20
ショッピングプラザAIAI

ミートソースパスタ

￥800

0125-52-2215

西１条南３丁目１−３

特製ギョ-ザ

￥330

山岡家 滝川店

0125-53-5155
24時間（変更の可能性有）

なし

空知太東１条7丁目１番3号

エビとベーコンのドリア

￥750

あまとうみに
0125-54-2994
10:00-18：00

日

西2条北2丁目2-25

ロースかつ定食

￥1800

0125-54-0511
11：30-13：00
17：00-18：30
月
西4条北1丁目3-1

東京やきとり

やきとり1本
100円～

水・木・日・祝のみ営業

0125-54-2060
15:00-20：00

火

西2条北11丁目2-22

とんかつ たかおか

CAFFE PARADISO

ポークチャップ定食

￥850

0125-52-2687
11：00-19：00

不定休
東1条南10丁目1-18

幸来

醤油ラーメン

￥700

0125-52-3258
11：00-19：00
火

西二条北4丁目1-13

※近隣地域のみ配達 喜多八食堂 ※近隣地域のみ配達

ぬ
か
に
し
ん
お
む
す
び

ブーランジェリーラフィすながわ

シナモンロール

￥230

0125-52-2016
10：00-14：30

日

東1条南2-1-12

デリバリー
配達のみ

砂川市テイクアウト・デリバリー情報

マルゲリータ

￥900（別途箱代）

ファームレストランリヴィスタ

@砂川市地域おこし協力隊まちの案内所SuBACo
0125-74-4885  

すながわの「おいしい」を
おうちで食べて、お店を応援しよう！

0125-56-2166

11:30-20:00

水（祝日営業）

一の沢237番地6

テイクアウト お持ち帰り 2022/1/11更新

11：00-14：00
19：00-23：00
日(ディナーは水・木・金のみ
営業)



スタミナ丼

￥500

ねぎ坊主
0125-52-9138

不定休
西1条北1丁目1-34

11:30-13:00
17:30-22:00

0125-52-2525

日

西１条南１丁目1-11 2F

※掲載されている商品は全て税込価格です。別途袋代などかかる場合があります。
※値段が変更されている場合がありますので各店舗にお問い合わせの上ご注文お願いいたします。
※デリバリー（裏面）のご注文は各店舗により条件が異なります。各店舗にお問い合わせください。
※営業時間は変更している場合があります。

テイクアウト
お持ち帰り

テイクアウト
お持ち帰り

カツカレー

￥750

焼とり ろっぢ
0125-54-2698

日・祝(昼) 月(夜)
西1条南10丁目1-13

11:30-14:00
17:00-23:00

カレー￥550

カフェポレポレ
0125-74-4330
10:30-16:00
土・日・祝

東5条南4丁目2-13

オムライス
（サラダ・スープ付）

￥800

カフェくるみる
0125-52-5022
10:00-16:00

日・月・祝

西1条北1丁目1-34

スパゲッティグラタン

￥750

プチパーラー トマト
0125-54-0488
11:00-18:00

日・祝

東1条北5丁目1-6

日本酒道場 橋
0125-52-3229
受付15：00-18：00
受取17：00-19：00
日・月
西1条北1丁目1-14

おつまみセット

￥1100

ごっこや

ポークステーキ

￥1300

山小屋
0125-54-3301
16:30-22：00

不定休

西2条南1丁目1-15

豚キムチ丼
(ライス大盛無料)

￥600

銀座園

焼き鳥

￥120～

とり輔
0125-52-5060
17:00-22：00

火

西1条南1丁目1-11

おでん2人前
￥1600

オードブル￥5000~
その他お持ち帰り
メニュー各種

つぼ八
0125-52-2754
11：00-14：00
17:00-0:00

12月31日、1月1日

西2条南1丁目1番7号

明太マヨたこ焼き

￥550

たことざんぎ
050-8880-9448
11:00-23：00
月・第3火（日は20：00迄）

東1条北2丁目1-1

0125-54-2994

17:00-23：00
日
西2条北2丁目2-25

0125-54-2938
11:00-22：00
第2・第4月曜
西2条南1丁目1-17

ごはんや

特製お弁当

￥550
前日予約お弁当おかずのみも可能。
出来る限り希望に答えます。

0125-53-3355
11：00-14：00

日

空知太東４条５丁目1-3

ごはんどき砂川店

カツ丼
￥780

0125-56-2301
11：00-20：00

なし
空知太西１条２丁目1-16
（パチンコマルハン横）

17:00-23:00

momo

日替わり弁当

￥630～

カフェ ルリ

まちの案内所
SuBACo
facebook

まちの案内所
SuBACo

instagram

バターチキンカレー

￥800

公式LINEに友だち登録
後お問い合わせくださ
い。（右QRコード）
（前日まで完全予約制）
TELはありません。

西１条北２丁目１番３号

トマトソースパスタ

￥800

SABOT
080-1883-6964
11：00-13：30Lo
17：30-24：00Lo
木金（昼）木（夜）

西1条南1丁目1-11

笑飛巣（えびす）
0125-74-5868
11:00-17：00

水

東7条南8-1-10
とんかつ定食

￥1080


