
■住所  関町木崎558　■営業時間  11：30-15：00　■販売日  月-火　定休日：水・木・金曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：30-13：00 　■配達  不可
商品は店内で食べられません

■住所  能褒野町43-3　■営業時間  11：00-16：00　■販売日  金-日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-16：00　なくなり次第終了 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  栄町1486-15　■営業時間  10：00-14：00　■販売日  月-火、木-金
 ■テイクアウト受付時間 10：00-14：00 　■配達  不可

■住所  南崎町735-9　■営業時間  11：30-21：00　■販売日  月-火、木-日　定休日：水曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：30-17：00（土・日は要予約）　■配達  6個以上注文で可
他にもテイクアウトメニューあります

 ■住所  東御幸町120-5　第2亀山プラザビル102号　 ■営業時間  11：00-14：00・17：00-21：00
 ■テイクアウト受付時間 11：00-14：00・17：00-20：00　■販売日  火-土　定休日：月曜日
 ■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  川合町549-1  ■営業時間  11：00-14：00・18：00-23：00
 ■販売日  月-水、金-日　定休日：木曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-12：00・18：00-19：00 　■配達  不可

■住所  みずほ台14-318  ■営業時間  11：30-14：30・17：30-20：00
 ■販売日  月-火、木-日　定休日：水曜日 　 ■テイクアウト受付時間 10：30-19：00 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

彦兵衛 太岡寺店　☎82-8222
ひこ  べ   い たいこう  じ  てん

■住所  太岡寺町1180　■営業時間  11：00-13：30・17：00-20：00　■販売日  月-火、木-日
定休日：水曜日  ■テイクアウト受付時間 10：00-18：00 　■配達  10,000円以上注文で可
他にもテイクアウトメニューあります

旬の素材を取り入れたボリュームたっぷりの幕の内弁当です

味わい幕の内弁当 1,000円

Café 楽 ～Alegria～　☎98-5690
かふぇ      らく                あれぐりあ

■住所  御幸町275-5  グレイスピア1F　■営業時間  9：00-14：00 　■販売日  不定休
■テイクアウト受付時間 9：00-13：00 (5食以上の注文の際は要予約)
■配達  10：00までの注文かつ5食以上で可　他にもテイクアウトメニューあります

美味しく、体に良い自家製ケチャップは酸味も少なくお子
様にも大人気！

自家製ケチャップの
ふわふわオムライス弁当 500円

亀山エール飯チャレンジ事業 2020
参加店舗一覧

問合先　亀山市産業建設部産業振興課商工業・地域交通グループ（☎84-5049）
※表示価格は税込です。写真はイメージです。仕入れ状況により内容が変更になる場合があります。

全51店
掲載

“美味しい”をお得に!!

令和2年5月18日現在

栄養ごはん ヤシの木食堂　☎86-5800
えい よう  　　　　　　　　　　　　き  しょく どう

■住所  田村町1829-1　■営業時間  11：00-15：00　■販売日  月-日　不定休
 ■テイクアウト受付時間 11：00-14：00　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

まごわやさしい（まめ、ごま、わかめなどの海藻類、野菜、
魚、しいたけなどのきのこ類、いも類）をバランス良く摂取
し、健康に、そして免疫力を高めましょう

ヤシの木デラックス弁当 1,000円

トラットリア イルテルノ　☎96-8017

■住所  アイリス町13-105　■営業時間  11：00-14：30・17：30-21：00
■販売日   月-土　定休日：日曜日、第3月曜日 ■テイクアウト受付時間  9：30-19：30　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

伊勢産のあおさや北海道産の生クリームを使用したクリー
ムソースのスパゲティ

亀山エール飯パスタ
カジキとキノコの三重県産あおさのり
クリームソースのスパゲティ 1,000円

元祖 肉の水炊き むかい　☎82-3344
がん  そ    にく        みず  た

■住所  東町一丁目5-12　■営業時間  11：00-14：00・17：00-22：00
 ■販売日  月-日　定休日：第1・第3日曜日■テイクアウト受付時間 10：00-14：00　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

特選松阪牛のうまさを逃がさない絶妙な味付けです

松阪牛めし 1,000円

うな力　☎84-0404
 　　  りき

■住所  小下町468    ■営業時間  11：00-20：30（LO20：00）　■販売日  火-日　定休日：月曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-20：00 　■配達  要相談
他にもテイクアウトメニューあります

注文を受けてから焼き上げる本格うな重弁当です

うなエール弁当 1,000円

喜久家　☎82-0179
き    く    や

■住所  栄町1410-1   ■営業時間  11：30-18：00　■販売日  火-日　定休日：月曜日
■テイクアウト受付時間 9：00-16：30 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

新鮮なネタと喜久家の味をシャリの上に散りばめました

エールちらし 1,000円

きびの桃太郎　☎83-5979
　　　　　 もも   た   ろう

■住所  栄町1489-1　■営業時間  17：00-23：00　■販売日  月、水-日　定休日：火曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-20：00（前日または早めに） 　■配達  不可

おすすめ串7 本のセットです

串カツ500円セット 500円

英国紅茶の店 アールグレイ　☎97-8377
えい  こく  こう ちゃ　    みせ

■住所  関町木崎512   ■営業時間  13：00-20：00　■販売日  月-日　不定休
 ■テイクアウト受付時間 14：00-18：00 　■配達  不可
手作りケーキと紅茶袋セットも予算に合わせてテイクアウト可

手作りシフォンケーキを焼きたてで提供しています

シフォンケーキ（小） 500円

喫茶 ココリエ　☎86-5464
きっ  さ

■住所  和田町211-1   ■営業時間  11：00-17：00　■販売日  火-土
 ■テイクアウト受付時間 11：00-16：00 　■配達  不可
ショーケースに並んでいるお菓子、ドリンクはすべてテイクアウト可

創業当初から人気の自家製豆乳クリームが入ったマフィン
とスコーンにこだわりコーヒー(ドリンク)のお得setです、
卵と乳製品は不使用です

ココリエキブンset 1,000円

桂鮓　☎85-0700
かつらずし

アゲ、ゴボウ、シソ、ゴマで味付けした寿司ご飯にエビ、
オボロ、レンコンを乗せました

五目ちらし 500円

喫茶 エンゼル　☎82-8631
きっ  さ

大きなトンカツにトローリお味噌がたっぷり

味噌かつ丼 500円

お好み焼 栄　☎82-3655
　  この　　 やき さかえ

青ねぎをたっぷり入れてクレープのように巻きました

ねぎ焼 500円

ぽっカフェ　☎83-3105

質も量も人気ナンバーワン日替り弁当

日替り弁当（中） 500円

三笠館　☎82-0125
み  かさ かん

自家製ローストビーフ

ローストビーフ丼 500円

一食堂　☎83-4129
はじめ しょく  どう

錦爽鳥を使用した唐揚げ（胸肉）

500円弁当 500円

学ん家　☎080-5104-9942
がく　　  ち

大きなカラアゲが 3 個

カラアゲ弁当 500円

食工房 セルクル　☎86-5127
しょく こう ぼう

海老フライ、オマール海老のクリームコロッケ、牛ロースのミニッ
ツステーキまたはローストビーフなどの牛肉料理をメインに旬野
菜を彩り鮮やかに洋風弁当に仕上げました

メインは、スブタ、ホイコーロー、からあげ、麻婆豆富から
１品を選べます

彩り洋風弁当（限定8食） 1,000円

中国名菜 しらかわ　☎83-0397
ちゅう ごく めいさい

亀山エール弁当 1,000円

TUMUGI舎　☎090-9021-3869
つむぎ        しゃ

いちごゼリー・いちごムース・ロールケーキ（5月いちご、
6月以降抹茶またはほうじ茶）

つむぎBOX 1,000円

すみれcafe　☎97-3225
　　　　　    かふぇ

国産小麦使用の自家製食パンやこだわりの卵を使った
サンドイッチです、コーヒーは無農薬無化学肥料の豆を
使用し、１杯ずつ丁寧にドリップしています

すみれランチセット 500円

バンドール　☎96-8778

パスタ中心のお弁当です

洋食弁当 1,000円

名阪関ドライブイン　☎96-1414
めい はん せき

名産松阪牛を甘辛く炒めた人気 No.1 の弁当です

松阪牛弁当 1,000円

■住所  能褒野町73-22    ■営業時間  11：00-19：00　■販売日  火-日　定休日：月曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-19：00 　■配達  3,000円以上注文で可（片道5分程度）
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  東御幸町96-10　■営業時間  11：30-20：30　■販売日  不定休
 ■テイクアウト受付時間 11：30-20：30 　■配達  不可

■住所  関町萩原39　■営業時間  9：00-18：00 　■販売日  年中無休
 ■テイクアウト受付時間 10：00-17：00  　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

 ■住所  北町6-21   ■営業時間  8：30-18：00　■販売日  月-土　定休日：日曜日
 ■テイクアウト受付時間 8：30-17：00 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  羽若町545　あいあい1F   ■営業時間  10：00-15：30　■販売日  月・水-金
 ■テイクアウト受付時間 11：30-13：00 　■配達  5食以上で可（前日14時までに要予約・片道
10分程度）　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  天神二丁目3149-1　■営業時間  11：00-15：00・17：00-21：00　■販売日  月、水-日
定休日：火曜日  　 ■テイクアウト受付時間 11：00-14：30・17：00-20：30 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります



エジソン休憩所　☎080-3438-7016
　　　　　　  きゅう けい じょ

 ■住所  亀田町469  ■営業時間  10：00-16：00　■販売日  月-土　定休日：日曜日
 ■テイクアウト受付時間 10：00-16：00 　■配達  不可

甘さ、食感、ボリューム、派手さはないがまた食べたくな
るバランスよいチーズケーキ

チーズケーキ 500円

七色食堂　☎82-0795
なないろ しょく どう

■住所  和田町423-3   ■営業時間  11：00-14：00　■販売日  月-水、金-日　定休日：木曜日
 ■テイクアウト受付時間 10：30-13：45 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

売れ筋の商品の詰め合わせです

七色エール弁当 1,000円

古民家かふぇ きーぷ　☎96-3001
こ   みん  か

■住所  関町木崎1497　■営業時間  8：00-17：00　■販売日  月、金-日　定休日：火・水・木曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：30-15：00 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

だし巻玉子・亀山みそ焼・小倉&生クリーム

こっぺぱん3種 500円

喫茶軽食 庭の鳥　☎82-8136
きっ  さ  けいしょく  にわ　　 とり

■住所  東御幸町221-2　■営業時間  8：00-18：00　■販売日  月-水、金-日
 ■テイクアウト受付時間 8：00-12：00 　■配達  不可

ご年配の方のため栄養バランスのよい弁当をコンセプトに
しました

おふくろ弁当 1,000円

焼肉 長治郎　☎84-4696
やきにく   ちょう  じ   ろう

上質の松阪牛上カルビと亀山産のお米でお重に仕上げ
た至福の逸品です

松阪牛上カルビ重（大盛） 1,000円

会津屋　☎96-0995
あい  づ   や

天ぷらとザルうどんのセットで自家製のザル出汁付き
(天ぷらの内容は多少変わる場合あり）

天ザルうどん 1,000円

cafe UNOBUONO　☎96-1739
かふぇ               うーのぼーの

当店で作ったうすめの生地に自慢のトマトソースベース
の軽い口当たりのピザとドリンクのセットです

自家製ピザとドリンクセット 1,000円

焼肉じゅうじゅう 百　☎82-4955
やき にく　　　　　　　　　　 もも

この価格で牛ホルモン焼き弁当を実現！特製ピリ辛タレにしっかり
絡んだプリプリのホルモンは絶品です、当店イチオシの牛ホルモン
焼きをぜひ一度ご賞味ください、人気のキムチも添えています！

期間限定「ホルモン弁当」 1,000円

うえだ食堂　☎82-6007
　　　　   しょく どう

豚バラと野菜をみそ焼きうどんのみそで炒めた甘辛い丼

みそ焼き豚バラ丼 500円

おたふく　☎82-0038

日替り弁当（限定10食）

エール弁当 500円

すし 海心　☎97-3330
　　　  かい しん

うなぎにこだわり、たれも絶品

当店人気の手羽先唐揚（3人前）

うな丼 梅 1,000円

てばや揚げ  々福来呂　☎82-0296
　　　　　　あ　　 あげ  ふ   く   ろ

手羽先唐揚 1,000円

天然酵母のパンとおやつ kumu　☎080-9343-3587
てん  ねん こう ぼ　　　　　　　　　　　　　　くむ

パンと中にはさむ具材のセットをランチBOXに詰めて販売

おうちでサンドイッチセット 500円

レストラン コ・ビアン　☎82-0808

大人気のチキンカツ・チキンソテーにポテトサラダなどが
付いたお弁当です！

500円弁当 500円

レストラン サツキ　☎82-3331

■住所  御幸町231　■営業時間  11：00-19：30　■販売日  月-水、金-日　定休日：木曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-19：00 　■配達  要相談
他にもテイクアウトメニューあります

レストラン＆ラウンジ クック　☎96-2198

■住所  関町古厩5-4   ■営業時間  8：00-19：00　■販売日  日曜日以外　定休日：木曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-14：00 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

からあげ、豚肉しょうが焼、季節の野菜他

クック弁当 500円

カフェレストラン オスカー　☎82-5940

創業から変わらない味、オスカーの人気カレーに手作りハ
ンバーグをトッピングしました

ハンバーグカレー 500円

鮨 いの上　☎83-5400
すし　　　　   うえ

自家製の玉子焼、生魚、アボカドやイクラ、とびっこ、海
ぶどうのプチプチ食感を楽しめるちらし寿司

亀山エールちらし 1,000円

京屋　☎82-0233
きょう や

■住所  東丸町521-6　■営業時間  11：00-14：00・17：00-20：00
 ■販売日  月-土　定休日：日曜日 　 ■テイクアウト受付時間 10：00-14：00・17：00-19：00
 ■配達  要相談　他にもテイクアウトメニューあります

亀山B級グルメ、辛みを抑えてニンニク不使用で食べやすい

みそ焼きうどん 500円

白熊ラーメン 亀山本店　☎82-0628
しろ くま　　　　　　　   かめやま ほん てん

■住所  小下町11-5   ■営業時間  11：00-22：00 　■販売日  火-日　定休日：月曜日
 ■テイクアウト受付時間 10：30-21：30 　■配達  不可
ご注文をいただいてから調理するため15分程掛かります（時間指定可）

白熊らしいボリュームをお弁当で表現しました、1人前の
ご注文から大口のご注文まで対応させていただきます

まんぷく弁当 1,000円

東京おぎくぼラーメンゑびすや 亀山店　☎84-5183
とうきょう　　　　　　　　　　　　　　　え　　　　　   かめ やま てん

■住所  東御幸町124   ■営業時間  11：30-14：30・17：30-25：00（LO24：30）
 ■販売日  月-日 ■テイクアウト受付時間 11：30-14：30・17：30-25：00（LO24：30）
 ■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

当店オリジナルから揚げを通常5個のところ7個に増量して
ご提供！！

エールから揚げ 500円

おばんざい家 PUCHI　☎82-2770
　　　　　　　　　  や　　     ぷち

■住所  東御幸町221-2　■営業時間  12：00-14：00・17：00-22：00　■販売日  火-金
 ■テイクアウト受付時間 11：30-14：00（要予約・前日予約可）　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

自家製のたれでジューシー！！　身体に優しいお味です

豚肉の生姜焼丼 500円

亀山食堂　☎82-2151
かめやましょくどう

■住所  小下町12-37　■営業時間  6：00-22：00　■販売日  月-土　定休日：日曜日
 ■テイクアウト受付時間 7：00-20：00　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

秘伝ダレによる焼肉と日替りの一品料理とサラダのセット、カ
ルビ、豚肉、ホルモンなどお好きなお肉をお選びいただけます

焼肉弁当 1,000円

キッチン ひなた　☎080-5159-9328

■住所  野村四丁目4-26　■営業時間  11：00-13：30（木・金・土17：30-20：00）
 ■販売日  月-火、木-土■テイクアウト受付時間 11：00-13：30（木・金・土17：30-19：00）
 ■配達  土曜日のみ近場可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  みずほ台14-432　■営業時間  17：00-22：00　■販売日  月、水-日　定休日：火曜日
 ■テイクアウト受付時間 16：30-21：00　■配達  不可

しおちゃん特製タレのからあげで冷めてもおいしい

特製からあげ 1,000円

うまい魚 なごみ酒の蔵 飛車角　☎83-0396
さかな  　　　　　ざけ　　くら    ひ  しゃ かく

飛車角名物の海老の天ぷらが10本入った太巻きです（冷めて
も美味しいとお土産に人気です！！）

海老まみれ天巻 1,000円
小林ファームの特選豚ミンチ100％を使用し、自慢のデミ
グラスソースで仕上げました、トッピングは目玉焼き、
コーン、とろけるチーズから１品を選べます

亀山豚バーグ
お好みのトッピング1品付き 1,000円

手作りの海老フライ、唐揚げと毎日替わるお惣菜2品

日替り弁当 500円

御食事処 千元　☎82-0485
お しょく じ  どころ  ち   もと

■住所  和田町267-4　■営業時間  (月・火・金・土 10：45-14：30・17：00-20：30)　(水・木 10：45-14：30)
  ■販売日  月-土　定休日：日曜日■テイクアウト受付時間  (月・火・金・土 10：45-14：00・17：00-19：30)　(水・木
10：45-14：00)　■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります、混雑時はお時間をいただく場合があります

【期間限定】ちょっと贅沢に！！（亀山産コシヒカリ使用）

エール弁当 1,000円

焼肉 DON　☎82-0170
やき にく       どん

日替り弁当(限定10食)　

エール弁当 500円

鶏や しおちゃん　☎82-4893
かしわ

■住所  東御幸町221-2　■営業時間  10：00-21：00　■販売日  不定休
 ■テイクアウト受付時間 10：00-15：00　■配達  5個以上注文で可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  能褒野町25-23　■営業時間  10：00-17：00(LO16：30)
 ■販売日  木-日　日曜日不定休  　 ■テイクアウト受付時間 11：00-14：00　なくなり次第終了
 ■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  布気町1451-2　■営業時間  10：00-15：00(LO14：30) ※現在時短営業中
 ■販売日  月、水-日　定休日：火曜日■テイクアウト受付時間 10：00-15：00(注文数が多い場合
は前日までに要予約)　■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  野村四丁目4-16-1　■営業時間  17：00-24：00　■販売日  月-土
 ■テイクアウト受付時間 17：00-22：00（要予約）　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  野村三丁目17-23　■営業時間  11：00-14：00・17：00-22：00
 ■販売日  月・水-日　定休日：火曜日　■テイクアウト受付時間 11：00-13：30・17：00-21：30
 ■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  東御幸町59　■営業時間  11：30-14：00・17：00-22：00(時短営業中)
 ■販売日  火-日　定休日：月曜日 ■テイクアウト受付時間 10：00-21：00
 ■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  川合町1199-7　■営業時間   11：00-12：30・16：00-22：00　■販売日  月-水　定休日：木曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：00-12：30(前日予約)・17：00-20：00(当日予約)　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  東御幸町263　■営業時間  17：00-23：30　■販売日  月、水-日　定休日：火曜日
 ■テイクアウト受付時間 17：00-23：00 　■配達  不可

■住所  野村三丁目9-2　■営業時間  11：00-14：30・17：00-21：00　■販売日  月-日　不定休
 ■テイクアウト受付時間 11：00-14：00・17：00-19：00 　■配達  不可
汁物以外はすべてテイクアウト可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  川合町1217-10　■営業時間  17：00-22：00　■販売日  火-日　定休日：月曜日
 ■テイクアウト受付時間 10：00-12：30(前日予約)　17：00-20：00(当日予約)　■配達  不可　
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  関町新所1771-1　■営業時間  11：00-17：00　■販売日  火-日　定休日：月曜日
 ■テイクアウト受付時間 11：30-17：00 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  関町新所1185　■営業時間  9：00-15：30(土日9：00-17：00) 　 ■販売日  月-火、木-日
定休日：水曜日 　 ■テイクアウト受付時間 9：00-15：30(土日9：00-17：00) 　■配達  不可
他にもテイクアウトメニューあります

■住所  北鹿島町2-1　■営業時間  11：00-14：00・17：00-20：00　■販売日  月-土　定休日：日曜日
 ■テイクアウト受付時間   電話受付10：30-13：00 テイクアウト10：30-13：00・17：00-19：00
 ■配達  不可　他にもテイクアウトメニューあります

■住所  川合町1197-50　■営業時間  11：30-14：30(LO14：00)・17：00-22：00(LO21：30)
 ■販売日  月-火、木-日　定休日：水曜日 ■テイクアウト受付時間 11：00-13：00・17：00-19：00
 ■配達  5,000円以上注文で可　他にもテイクアウトメニューあります


