
																				  	

＼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

花のれん　春歌秋灯　シティホテル店	

29-9000	
住所：戎町471	
（鳥取シティホテル新館2階）	
定休日：不定休	

1,000円 弁当	/	うな重 国産 並 3,200円 /		
うな重 海外産 並 2,100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。

まつやホルモン店	

23-3050	
住所：吉方温泉町4丁目432	

定休日：日曜日、祝日、火曜　　	
　　　　　　　　　　　　　　日の昼	

ホルモンそば 780円 /	カルビ丼 880円 /	サイコ
ロステーキ 780	円 /	オーカク（上ハラミ） 920円	

香豊堂	

住所：千代水１丁目68-2													
定休日：不定休	

本日のお弁当 650円 /	ハンバーグ弁当 650円	
	
※10時半までにご予約していただければ、スムーズに	
お渡しできます。	

27-4736	
住所：弥生町308-2	

定休日：第１、第３、第５日	
								曜日と第２、第４月曜日	

mashCAFE（マッシュカフェ）	

	 090-4104-0018	

	

炭火焼肉 炭蔵	

30-7029	
住所：古海618-1	

定休日：無し	

鳥取和牛カルビ弁当 1,000円	/	炭蔵ハラミ焼肉
弁当 1,000円	/	肉ばらちらし弁当 1,800円	/	鳥
取和牛ステーキ弁当 2,500円	

Dining	Bar	Connect（ダイニングバーコネクト)	

30-4552	
住所：末広温泉町271-1	
　　　　　　　　 （ほていビル1階）	

定休日：日曜日・祝日	

nee-mart	県庁前店	

50-0662	
住所：西町1-102	

定休日：無し	

Bio	cafe	cokage（ビオカフェ コカゲ）	

77-4023	
住所：湖山町南3-236-1	

定休日：水曜日・不定休	

		▼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 （税別）	

		▼主なメニュー （税込）	

		▼主なメニュー （税込）	

サーロインステーキ 970円	/	本日のアヒージョ 880
円 /	まんぷくプレート(10品)4〜5名 2,200円 ※テイクア

ウトは要予約	

日替わりお弁当 530円〜	/	唐揚げお弁当 530円〜	/	
よくばりお弁当各種 880円〜	/特製オードブル 4,200
円〜	

油淋鶏弁当 550円	/	薬膳ポーク弁当 550円	/	煮込み
ハンバーグ弁当 650円	/	ビーフハンバーグ弁当 750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。
※チラシに掲載の情報は2020年6⽉15⽇時点のものです。

対象店舗⼀例

①

③

②

④

		▼主なメニュー （税別）	 	▼主なメニュー （税込）	

ペペネーロ イタリア館	

スパゲッティカルボナーラ 1,350円	/	ピッツァマ
ルゲリータ 1,500円	/	パルマ産生ハムのサラダ 
1,000円 /	鹿肉のサイコロステーキ 1,350円	

50-0884	

定休日：月曜日	

DELIBOX	Sサイズ 600円～ /	オードブル S	3,500
円〜	/	DELIDON	600円 /	三元豚カツサンド 600
円	

住所：湖山町北2-460-1	



_	

G‘s	Cafe-03（ジーズカフェ）	

53-7654	
住所：的場2-50-2	

定休日：毎週木曜日・第３	
																																						水曜日	

キッチン カフェ いくうかん	

29-0029	
住所：大杙203-1	

定休日：月曜日	

チキングリルとエビフライ弁当 750円	/	豚ロース
グリルとホタテフライ弁当 750円	/	牛カルビ焼肉
と白身魚フライ弁当 750円	/	テイクアウトビザ各
種 920円～	

しの和ガーデン	

29-8202	
住所：今町1-123	

定休日：不定休	

味空間 こうりん坊	

21-5788	
住所：末広温泉町311グラン	
								ドハイツ末広311ビル2F	
													定休日：日曜日	

ポテトフライ 500円 /	焼きそば 500円	/	高菜
チャーハン 500円 /	おかず3種 500円	

cafeスマイル工場	

51-0225	
住所：末広温泉町154	

定休日：月曜日	

エビチリ 1,000円 /	エビマヨ 1,000円 /	油淋鶏  
780円	/	麻婆豆腐 780円	

石窯ダイニングcumin（クミン）	

21-1871	
住所：富安２丁目７６−１	

定休日：無し	

平日カレーランチ Sセット 550円 /	平日カレーラ
ンチ Lセット 730円 /	カレー2種＋サラダ＋チキ
ン1本＋ナンorライス 1,250円 /	ピザ 880円〜	

創作鉄板ダイニングえん家	

50-1848	
住所：瓦町560コスモス	
　　　　　　　　　　　　ビル1F	

定休日：不定休	

えん家人気おかず弁当 1,296円〜	/	鉄板もん御
膳 1,080円〜	/	おまかせオードブル盛り合わせ
松(5,400円)	竹(4,320円)	梅(3,240円)	

カレー コーヒー モンクス	

080-1902-4210	
住所：今町1-162	

定休日：火曜日	

チキンカレー 800円 /	ほうれん草カレー 850円		
/	カツカレー 1,000円	

ごはん処　結や	

住所：二階町1丁目209	
定休日：土・日・祝日	

カナイチヤ	

29-1082	
住所：弥生町318いながき　　　	
　　　　　　　　　　　ビル1F	定休日：日曜日	
(連休となる場合は 終日)	

長芋100%ふわふわお好み焼き 800円 /	鳥取牛のロー
ストビーフサンドイッチ 1,400円 /	スペイン産生ハムの

pizza	1,500円 /	おつまみ盛り合わせセット 1,300円	
※おつまみ盛り合わせセットは前日までにご注文ください	

焼肉処 湖山大門	

28-6040	
住所：湖山町東1丁目147	

定休日：火曜日	

鳥取エール弁当 880円	/	鳥取和牛カルビ弁当 
990円 /	牛ネギ塩たん弁当 1,000円	/	鳥取和牛
贅沢焼肉セット 3,500円	

ネギやっこ	

23-2511	

住所：弥生町131	

定休日：日曜日	

ホルモンと玉ねぎの味噌炒め 850円	/	お好み焼
きミックス 1,050円	/	焼きそばミックス 1,050円 /	
ジャンボ大玉たこ焼き 750円	

レストラン仏区里屋	

28-1593	
住所：湖山町北四丁目237-1	

定休日：火曜日、第２月曜日(不定休)	

日替りセット(昼・夜)	1,000円 /	オムライス 1,000
円	/	ミックスピザ 1,200円	/	ハンバーグとエビフ
ライの取り合わせ 1,580円	

	▼主なメニュー （税込）	

旬海料理 ぎんりん	

21-4649	

住所：末広温泉町365	

定休日：日曜日	

焼肉弁当 1,080円 /	大山鶏の焼鳥弁当 1,080
円 /	海鮮ちらし弁当 1,080円	

日本料理ジャパンズ	

24-3939	
住所：弥生町220	

定休日：日曜日	

ひとりじめ御馳走膳 2,600円 /	おもてなし二段重　
6,800円 /	日本料理オードブル お出汁を楽しむはまぐ

りのハリハリ鍋 1,900円 /	土鍋で炊く季節の炊き込み
ごはん 1,600円〜	

定休日：日曜日	

		▼主なメニュー （税込）	

居酒屋 玄	

54-1638	
住所：永楽温泉町357-1F	

定休日：火曜日	

串カツ10本盛り 1,500円 /	串カツ20本盛り 2,600
円 /	特製梨ソース焼そば 600円 /	クリーミー海
老マヨ 600円	

		▼主なメニュー（税込）	

ビッグオニオンガディード	

27-5705	
住所：末広温泉町655-2	

定休日：水曜日	

ガディードランチ弁当 800円(ランチタイムのみ)	/	
ステーキ弁当 1,400円	/	ハンバーグ弁当 1,200	
円	/	ご予約ガディード弁当 1,500円	(前日までの
予約のみ)	

日替りお弁当（個数限定） 500円	/	週替わりバラ
ンス弁当 800円 /	オムライス弁当 900円	/	人数
に応じてのオードブル 2,000円～5,000円	

	▼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）	

		▼主なメニュー（税込）	

		▼主なメニュー（税抜）	

		▼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）	

		▼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）	

		▼主なメニュー（税込）	

からあげ弁当 650円	/	オムライス 900円	/	タマ
ゴサンド 530円	/唐揚げ丼 680円	

居酒屋 田田	

27-2074	

極上だし巻き 530円	/	牛すじ煮込み 550円	/	炙
りテリマヨサーモン 670円	/	ホルモン焼きそば 
820円	

住所：栄町510	

24-6848	

週替わり肉定食 750円  /	週替わり魚定食 750
円 /	カレーライス 650円	


