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地区 店名 種別 テイクアウト料理例 最新情報がキャッチしやすいURL

鶴里町 みくに茶屋 季節料理 五平餅・あまごの塩焼き他 https://www.instagram.com/mikunichaya/

トラットリア遇 イタリアン ランチボックス https://www.instagram.com/torattoria_gout/

味楽 和食 鰻丼、唐揚げ他 http://miraku.love/

志江留 和食 各種 https://goo.gl/maps/j3bBmvKbDJTitU4bA

たわらや 和食 仕出し・弁当 https://tawaraya-toki.jp/

おりょうり月山 和食 鰻丼、天ぷら丼ほか https://goo.gl/maps/B9wjkczk7AvhctGx7

フランス食堂OGUCHI フレンチ ランチボックス他 https://www.instagram.com/oguchi_oguchi/

鶴⻲して万年 喫茶店 惣菜プレート https://www.instagram.com/tsurukameshitemannen/

貴船 寿司 寿司盛り https://goo.gl/maps/QUHYT52Q2ATpfCyS6

コメダ珈琲土岐下石店 喫茶店 コーヒー・ハンバーガー他 https://coffeeiine.com/komeda-takeout

居酒屋 京 居酒屋 メニュー全般
https://www.facebook.com/%E5%B1%85%E9%85%92%E5%B1%8B-
%E4%BA%AC-402813116490976/

志水屋 鉄板焼き お好み焼き他 https://goo.gl/maps/JVuGhy5cxgfB6ZY1A

アンディ レストラン 各種 https://goo.gl/maps/HF3fDgCztdLE1Bgc8

尾張屋 和食 弁当 https://www.instagram.com/oroshi_owariya/

加登屋食堂 定食 唐揚げ・オードブル他 https://goo.gl/maps/jMSsExB5MLNeFb1E9

又おいでや 五平餅 五平餅 https://goo.gl/maps/91EAdmzukuWzH2CLA

比那屋 定食 弁当・揚げ物他 https://www.instagram.com/hinaya_dachi_shokudou/

だち一球 定食 割子弁当ほか https://www.instagram.com/dachiikkyu/

イタリアンレストランSAI イタリアン ランチ＆ディナーボックス http://toki-sai.com

日本料理 鶴 和食 弁当・ケーキ・天ぷら・丼 https://www.instagram.com/turu.nihonryori/

甚五郎 うどん・寿司 各種メニュー http://jingoro.j47.jp/

インド料理ウパハル インド料理 カレー・ナン・タンドール他 https://www.upahar.jp/

スクラッチ イタリアン 週替わりセット https://blog.goo.ne.jp/scratch0520

ファーマーズキッチン イタリアン ピザ他 https://goo.gl/maps/RXNzMU1xJKcACQqa6

ファリーヌ 鉄板焼き お好み焼き他 https://goo.gl/maps/TU3xyckrtfitzywS6

シークレットタイムカフェ カフェダイニング 弁当ほか https://www.instagram.com/secrettimecafe/

杏カフェ カフェ モーニング・パスタ他 https://www.instagram.com/ann_chan_cafe/

きむら 五平餅 五平餅 https://tabelog.com/gifu/A2103/A210301/21004689/

まぶしの八兵衛土岐店 丼 鰻丼・牛丼ほか http://www.hachibei.jp/

アオキーズピザ土岐店 ピザ ピザ他 https://www.aokispizza.co.jp/page/index.html

ほっともっと土岐口店 弁当 弁当ほか https://www.hottomotto.com/

⻁渓渡辺製菓 和菓子 各種和菓子・餅・赤飯ほか https://www.instagram.com/kokeitoki/

日本料理あん堂 和食 各種 https://ando-nihon.com/

【電話予約必要】臨時休業・早閉まり等の可能性ありますので事前にお電話でご確認されることをお勧めします。
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アンジェミエル 結婚式場 パーティセット https://www.instagram.com/ange_miel/

じゅんじゅん南町店 ファーストフード たこ焼き・お好み焼き他 https://goo.gl/maps/E1pLkoEBnk1AnM686

こじまや ラーメン 中華そば（前日予約） http://kojimaya.net/

おかわりや ラーメン つけ麺・丼物 https://okawariya.com/

アヒル家 ラーメン 鍋ラーメン・餃子・唐揚 https://www.facebook.com/ramenahiruya/?tn-str=k*F

ちゅうすけ 中華・四川料理 各種中華料理 https://goo.gl/maps/DU1rHaH2QXaGuEeo9

美味小屋 梶喜多 居酒屋 各種弁当・オードブル他 https://www.instagram.com/kajisan.kitasan/

美濃寿司 寿司 寿司・オードブルほか http://www.minozusi.com/

駒寿司 寿司 寿司・オードブルほか http://komazushi.com/

福福屋 居酒屋 弁当・お茶 https://goo.gl/maps/kBFCLhwLWaMPkGxu7

カフェリアン 喫茶店 マクロビ料理
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/%E3%82%AB%E3%83
%95%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%B3-324252030997011/

大力屋 おにぎり惣菜 おにぎり・惣菜ほか http://www.dairikiya.com/

ちちや レストラン カツ丼ほか https://goo.gl/maps/PUKT6ugJCpwwkebq9

鳥正 精肉店 揚げ物・オードブルほか https://goo.gl/maps/bGbjkzFx7egqxYp26

割烹なにわ 和食 仕出し弁当・オードブルほか http://www.naniwa.biz/

ウィスキーバーRESTO バー 焼肉セットデリバリー https://goo.gl/maps/w8jyxfKfSTNnbgGWA

八めん坊 うどん・定食 弁当ほか https://goo.gl/maps/p4bQQxJcVW9S7AFJ6

ミニストップ土岐定林寺店 コンビニ コンビニ商品配達
https://www.facebook.com/ministoptokiizumijyourinji/?__xts__[0]=68.ARDoWQ
gOTUDTTH7bMFXDQ5UtiHGexEr35LYrS5y76Pe0nitWzoGAye7pDNCqnUcrRvcni

うどんのながえ うどん・そば うどん https://goo.gl/maps/8c3BCkuJWJHx3siB9

旭家食堂 定食 カツ丼ほか http://j47.jp/asahiya/

うなぎ横綱 和食 鰻丼 http://j47.jp/unagi/

大廣園 土岐本店 焼肉 飛騨牛弁当 https://daikouen.gorp.jp/

ほかほか弁当土岐店 弁当 弁当ほか https://goo.gl/maps/DCPZjS5fChRxosQr6

オクトパスガーデン カフェ カレー、ロコモコ、サンド他 https://goo.gl/maps/haECTwoNFnHcm3a96

コボコモード カフェダイニング ランチ＆ディナーボックス https://www.instagram.com/covo_comodo/

牛亭土岐店 焼肉 焼肉弁当 https://goo.gl/maps/FuES9xpPidcQmLTR9

かつ庵土岐店 とんかつ カツ丼・オードブルほか https://www.katsuan.co.jp/

はま寿司土岐店 回転寿司 寿司・オードブルほか http://maps.hamazushi.com/jp/detail/4383.html

はな牛 焼肉 牛カルビ弁当 https://goo.gl/maps/jCcVmwTDfmXicMRY7

餃子の王将 中華料理 未確認・あるはず https://www.ohsho.co.jp/menu/west/

すき家土岐店 牛丼チェーン 各種 https://maps.sukiya.jp/jp/detail/1218.html

カレーハウスcoco壱番屋 カレー 各種 https://tenpo.ichibanya.co.jp/search/shop/pc/detail.php?SCODE=1599

ケンタッキーフライドチキン土岐店 ファーストフード 各種 https://www.kfc.co.jp/search/detail/?shop_id=762

にぎりの徳兵衛土岐店 寿司 寿司・ちらし http://www.nigirinotokubei.com/

和食麺処サがミ土岐店 和食レストラン 丼・麺・手羽先ほか https://www.sagami.co.jp/menu/

マクドナルド１９号土岐店 ファーストフード ハンバーガーほか https://map.mcdonalds.co.jp/map/21567
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