
																				  	

＼⼤⼈気！タクシーの宅配代⾏サービス♪／

配達料が300円 対応エリアは旧⿃取市内

※タクシー会社・飲⾷店によって対応が異なる場合があります。
 詳細は各事業者にお問い合わせください。
※飲⾷物は細⼼の注意をもって輸送しますが、振動等により中⾝が
   かたよることがあります。

                   飲⾷店に料理を電話で注⽂。
                 配達ご希望の旨をお伝えください。

 ドライバーが料理を配達。
  飲⾷代実費と配達料⾦300円
  をお⽀払いください。

配達対応タクシー会社

※情報サイト「とっとりずむ」のテイクアウト対象店舗⼀覧もご確認ください

ご利⽤⽅法

MIRAI	restaurant&cafe	
68-1013	

住所：末広温泉町163	
												（MKビル2F・3F）	

定休日：水曜日	

肉のオムライス(デミグラスソース） 980円 / 完熟トマト
と2種チーズのオムライス(トマトソース）980円 /	MIRAI
贅沢弁当 1,200円 /	ごちそうオードブルセット（マルゲ
リータ23ｃｍ付） 5,000円	

	▼主なメニュー （税込）	

旭タクシー  TEL：28-0081
⼤森タクシー TEL：23-6511
観光タクシー TEL：21-1234

⿃取⾃動⾞   TEL：26-6111
⽇本交通    TEL：26-6111
⽇ノ丸ハイヤー TEL：22-2121
毎⽇タクシー  TEL：22-8288

 飲⾷店にて料理を準備します。

 飲⾷店からタクシー会社に
 配達を依頼。

花のれん	

23-0494	
住所：瓦町526	

定休日：日曜日夜	

弁当 1000円 or	2000円 /	2段スライド式弁当　
3000円 /	うな重（国産、海外産）※お問合せくだ
さい	

Bistrot	Furaipan	

住所：栄町204-12	
													定休日：日曜日	

大江の郷自然卵のライスオムレツ 1,000円	/	
ちょっと贅沢なフレンチ弁当 2,800円 /	ワインに	
良く合うフレンチオードブル 1,800円	

36-3654	

	住所：末広温泉町159-7	
	定休日：火曜日	

	

ニクバルダカラ 鳥取店	

36-2986	
住所：末広温泉町770		
　　　　（ｼﾙｸﾊｳｽ1F）	

定休日：不定休	

台湾水餃子	

50-0272	
住所：栄町755（Nextビル1F）	

定休日：無し	

手包み台湾水餃子（生） 398円 /	中華春巻き　
450円 /	油淋鶏 680円 /	海老炒飯 680円	

鳥取更科	

24-0482	
住所：南吉方2-57	

定休日：日曜日	

TOTTORI	COFFEE	ROASTER	

30-7930	
住所：商栄町251-4	

定休日：年始1日、2日	

山田屋ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 路庵かろばんや	

31-3941	
住所：賀露町北一丁目5-41	

定休日：不定休	

		▼主なメニュー （税別）	

		▼主なメニュー （税込）	 	▼主なメニュー （税別）	 	▼主なメニュー （税別）	

		▼主なメニュー （税別）	

		▼主なメニュー （税込）	

どんぶり各種 630～750円　	
そば・うどん各種 480～860円　	

ナポリタン 800円 /	ハンバーグ 850円 /大人の
お子様ランチ 950円	 かろばんや料理長特製弁当 1,000円	

【主催事業者】「⿃取ハイヤー共同組合」 ⿃取市栄町206 TEL 0857-22 -7812 / 【共催】「⿃取商⼯会議所」⿃取市本町3-201 TEL 0857-32-8004

【2020年夏までの期間限定】

サービスタクシー TEL：22-2011
商栄タクシー   TEL：53-3694
東部タクシー   TEL：28-3232

 注意事項
※輸送に伴う品質の変化に対しては責任を負いかねます。
※こぼれる恐れのある飲み物や汁物のご注⽂はご遠慮ください。
※チラシに掲載の店舗はハイヤー共同組合と同意書を交わした店舗に限ります。

対象店舗⼀例

①

③

②

④

		▼主なメニュー （税込）	 	▼主なメニュー （税別）	

ピッツェリア・レオーネ	

マルゲリータ 1,000円 /	ゴルゴンゾーラ　1,300
円 /	大山鶏の石窯焼き 1,100円	/	豚肩ロースの
石窯焼き 1,200円	

NBDサンド（BLT、チリレモンソーセージ、牛ハラミカツ、
ハンバーグ、 いろどりバーニャ、から揚げ、シュリンプ

サンドの中からお選び下さい） 各390円 /	から揚げ弁
当 500円 /	牛ハラミ弁当 700円	

29-1324	



_	

四季愉遊 たもや	

24-5533	
住所：永楽温泉町253-2	

定休日：日曜日	

カフェ・ダール　ミュゼ	

080-3540-4678	

住所：東町2-124	
												（鳥取県立博物館内）	

定休日：不定休	

ガパオライス 850円 /	鳥取産椎茸入りルーロー
飯 980円 /	日替わり弁当 800円〜	/	オードブル　
3,000円〜	

大阪王将 鳥取千代水店	
	

51-1755	
住所：安長226	

定休日：無し	

大阪王将 鳥取吉成店	

53-0567	
住所：吉成779-1	

定休日：無し	

焼餃子 240円 /	ふわとろ天津炒飯 680円 /	中
華丼 640円 /	中華料理全般 430円〜	

キッチンカフェEN	

21-1112	
住所：新105	

定休日：水曜日	

本日のランチ弁当 800円 /	オムライス弁当	
1,000円 /	ビーフカレー弁当 800円	/カツ丼弁	
当 800円	

やきとり屋 すみれ 鳥取店	

51-1129	
住所：末広温泉町770-3	

定休日：無し	

大山どり焼き鳥16本セット 2,500円 /	おまかせ5
本盛り 1,000円 /	オードブル 2,500円	

松花	

23-0668	
住所：川端3丁目220	

定休日：火曜日	

うなぎ弁当 1,300円	

居酒屋 北の大地	

21-3055	
住所：今町2丁目117	

定休日：月曜日	

焼き鳥10本盛り 1,080円 /	から揚げ 480円	/	手
羽先揚げ3本 480円 /	フライドポテト 480円	

炭火焼 ジュジュアン	

21-1919	
住所：末広温泉町751	

定休日：不定休	

鳥取和牛 贅沢三昧弁当 4,000円 /	ジュジュア	
ン弁当 3,500円 /	鳥取和牛 ステーキ弁当 2,500
円 /	鳥取和牛 すき焼き弁当 2,500円	

ぐらっちぇ本店	

29-5300	

住所：末広温泉町271-4	

定休日：無し	

彩り弁当 1,080円～ /	ハンバーグ弁当 648円 /	
デミオムライス 918円 /	皿盛り　3,240円～	

旬のや 藤	

23-3800	
住所：末広温泉町251	

定休日：月曜日	

【昼】平尾とうふ使用 藤の日替わり弁当 900
円 /	【昼】揚げマーボー丼 600円 /	【夜】藤の会
席弁当 1,500円	/	【夜】平尾とうふ使用おつまみ
３種セット 600円	

	▼主なメニュー （税込）	

はるみ焼肉店	

22-6092	

住所：永楽温泉町354	

定休日：月曜日	

カルビ弁当 800円（税込） /ハラミ弁当 1,250円
（税込） /	カルビ鉄板焼き 720円（税別）	/	ホル	
モンのキムチ炒め 1,000円（税別）	

和食堂 せのお	

30-5556	
住所：末広温泉町753	
																														川戸ビル1F	

定休日：月曜日	

ごちそう弁当 900円 /	晩酌弁当（おかずのみ） 
1,500円 /	盛皿（3人盛～） 3,300円	

味覚のお宿 山田屋	

28-1004	
住所：賀露町北一丁目	
																															5-36	

定休日：不定休	

季節の折詰 2,000円 /	旬の土鍋炊き御飯	1合1,500円
より （うすい豆・もさ海老・蛍烏賊		※6月岩牡蠣+500
円・宍道湖穴子・じゃこ万願寺）	/	鳥取和牛オレイン55
の和風ローストビーフ重 2,500円	

		▼主なメニュー （税別）	

観水庭こぜにや	

23-3311	
住所：永楽温泉町651	

定休日：不定休	

弁当 2,000円・3,000円・4,000円 / お子様弁当　
1,500円	

		▼主なメニュー（税込）	

炉端かば鳥取駅前店	

22-9900	

住所：栄町608	

定休日：無し	

チキン南蛮弁当 600円 /	境港アジフライ弁当　
700円 /	大海老天丼 780円 /	握り寿司24貫	
3,000円	

本日の焼き魚 590円～ /	エビマヨ 590円〜	/	か
きの焦がしﾊﾞﾀｰ醤油焼き 790円 /	超！ガーリッ
クライス 690円	

	▼主なメニュー （税込）	

	▼主なメニュー （税別）	

	▼主なメニュー （税込）	

	▼主なメニュー （税込）	

		▼主なメニュー	

		▼主なメニュー（税別）	

		▼主なメニュー（税込）	

		▼主なメニュー（税込）	

		▼主なメニュー（税別）	

		▼主なメニュー（税込）	

		▼主なメニュー（税込）	

		▼主なメニュー（税込）	

		▼主なメニュー（税込）	

焼餃子 240円	/	炒飯 530円 /	レバニラ炒め　
680円 /	中華皿盛 4,000円〜	

御食事処 梓	

24-3124	
住所：湯所町2丁目501	

定休日：木・日曜日	

梓弁当　860円、1,290円、1,620円※ご相談くだ
さい /	おもてなし弁当　2,160円～5,400円※ご
相談ください /	盛皿　6,480円	

		▼主なメニュー（税込）	


