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えにぽ
テイクアウト・デリバリー

恵庭飲食店ガイド

伴走型小規模事業者支援推進事業

自宅で
オフィスで

美味しい食事を！

enipo  takeout・delivery 



旬のお料理 釜めしいちえ

pickup

地元や北海道産の食材にこだわった釡めし専門店「いちえ」は、お米に恵庭島田農園のなな
つぼしを使い、それぞれの旨味を引き出す仕込みをした食材と一緒に特製のお出汁でご注文
頂いてから炊き上げるこだわりの釡めしです。

TEL.0123-33-4343
恵庭市柏木町3丁目3番2号
昼11:00-15:00（L.O.14:30）夜17:00-22:00（L.O.21:00）
火曜日・年末年始

住
営
休 有り（15台）駐
※カード利用可

店内は個室をメインとした落ち着いた雰囲気の中で、心ゆくまでゆっくり楽しめます。お
料理は釡めしを始め、本格中華料理や厳選食材を使った一品料理も多くあります。特に
お誕生日や長寿祝などのご利用も多く、シーンにあった各コースもあります。宴会場は最
大98名の利用が可能となっており幅広くご利用いただけます。

地元恵庭産のお米を生から炊き上げる釜めし専門店

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
釡飯・一品料理など（但し、生ものなど一部対象外）

※宅配料330円
　1万円以上で無料
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ICHIE Flower&Sweets

pickup

フランスや東京の一流店で修行を積んだシェフパティシエが作
る本格スイーツを始め、オリジナルカステラやコーヒー、お花を
使った雑貨類等、アニバーサリーの贈り物に最適な商品が人気
のお店です。

店内のスイーツは、全てシェフパティシエが監修した洗練されたフランス菓子がメイン。特
に生ケーキはアルコール類の使用を避けていますので子供も安心して楽しめます。カフェ
ではショーケースに並んでいるケーキ類以外にも。オリジナルのパフェやスイーツ店だか
ら出来るこだわり生クリームを使ったクレープも楽しめます。

TEL.0123-25-5783
恵庭市柏木町3丁目1番6号
10:00-19:00
不定休・年末年始

住
営
休
※カード利用可

有り（15台）駐

緑のある空間に併設した
カフェと美味しいスイーツのお店

★テイクアウトOK
ケーキ・ソフトクリーム・クレープなどテイクアウトできます。
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あんだん亭

pickup

日本料理あんだん亭は、お陰様で33周年。日頃のご愛顧、心より感謝申し上げます。和を感じ
る落ち着いた雰囲気は自然と会話が弾む居心地の良さがあり、お一人様はもちろん、ご家族や
ご友人との会食、接待や商談、同窓会など、利用シーンを選びません。大切な方とのお食事を
心ゆくまでお楽しみください。

TEL.0123-34-0292●コース料理のみとなっております。
 【昼コース】2,000円～
 【夜コース】2,800円～
その時その時で最もおいしいものをご提供さ
せていただいておりますので、定番メニューは
ございません。時期に応じて内容が変更され
ますので、詳細はお問い合わせください。

恵庭市柏陽町3丁目11-5
昼11:30-14:30・夜17:30-22:30
水曜日（定休日が水曜日に変更になりました）

住
営
休

※カード利用可
有り（10台）駐

磨き抜かれた技、発想、おもてなし。
作り手の顔が浮かぶ、至極の料理をお愉しみ下さい。

あんだん亭の繊細なおいしさの秘密は、使っている”天然水”にあります。お出汁や素材の
旨味同士を喧嘩させず、まろやかに調和させる大切なお水には、知る人ぞ知る名水を使
用。最高の水、四季折々の厳選素材、磨き抜かれた料理人の腕、そしておもてなしの心。視
覚で、味覚で、「繊細な味を探しに行く」至福のひと時をお過ごしください。

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
お弁当、オードブル等 ※お弁当は1,000円～。デリバリーは営業時間外のみ対応。
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ベーカーズテラス 689

pickup

出来る限り地産地消にこだわり、恵庭産えびすカボチャを使用したスイーツや北海道産の小
麦、乳製品を積極的に使用し、安心安全を目指しています。cafeでは、のどかな景色を見なが
らパフェもお楽しみいただけます。

TEL.0123-33-1970

パンやスイーツの他にcafeも併設した
ブーランジェリー＆パティストリー

パン
●長ネギとベーコンのタルティーヌ250円 ●バケットアルチザン280円
ケーキ
●恵南ロール1,200円 ●クリームプリン280円 ●クロワッサンシュー200円
パフェ
●ベリーベリーパフェ ●栗とカシスのモンブランパフェ ●苺ミルクパフェ（オール800円）

恵庭市恵南6-89
9:30-18:00（無くなり次第閉店有り）
日・月

住
営
休
※カード利用可・キャッシュレス可

有り（5台）駐

★テイクアウトOK パン・ドリンク・パフェもテイクアウトできます。



enipo  takeout・delivery

癒しの空間をお楽しみください。
野菜をたっぷりと使用したヘルシーでバランスの
良いお食事を提供しています。（恵庭周辺のお野
菜やお米を使用しています）
価格をおさえたランチプレートがおすすめです。

Bon Cafe

pickup 恵庭市黄金北1丁目9-8
11:00-17:00
日曜日・月曜日（※1月～3月末まで休業）

住
営
休
※カード利用不可 ※ランチプレート10食限定＆要予約

有り（6台）駐

TEL.0123-32-1123

飲み物やデザートのみでも大歓迎です。
お一人様でもお気軽にお越しください。

和食レストラン とんでん 恵庭店

pickup

空港帰りにお友達とランチなど色々な場面で是
非ご利用くださいませ。お子様からご年配の方
まで幅広くご利用頂けるよう色々なお料理をご
用意しております。

恵庭市戸磯616-2
10:00-23:30
無し

住
営
休
※カード利用可

有り（45台）駐

TEL.0123-34-0771

スタンプカード1,000円で1ポイント。
10ポイントでなんと500円割引き致します！

●さざんか 1,580円
●北海道ぶた丼そばセット
（6枚）1,680円（4枚）1,480円

おすすめ
メニュー

★テイクアウトOK
ご相談に応じてお弁当のテイクアウト可。要事前連絡。

★テイクアウトOK
寿司・天丼・豚丼・うな重他（￥990～￥2,190）
テイクアウトできます。
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国道36号線近接♪安心の道産小麦をふんだんに使った、
心ほんわかドーナツ屋さん♪

ドーナツ茶屋 ほんわか

pickup

国道36号線商業スペース裏手（ユニクロさん裏通り）にある、体に優しいドーナツ屋さん「ほ
んわか」は、2018年3月オープンの人気店です♪木のぬくもり溢れる店内にはやさしい時間が
流れる癒しの空間が広がります。小上がりスペースも完備し、小さなお子様連れでも安心して
お越しいただけます。

TEL.0123-25-5346

道産小麦「春よ恋」、道産砂糖「てんさい糖」に、恵庭産えびすかぼちゃ…。ほんわかで
は、道産食材にこだわったドーナツをふんわりとやさしく、ていねいに手作りしています。
ドーナツ専用油を使用したこだわりの「イーストドーナツ（発酵させている）」は、もっち
もちのふわっふわで、お子様からご年配の方まで安心してお楽しみいただけます♪
やさしい味わいとやさしい触感でほっこり、ほんわかなひとときを…。

★ほんわか人気ベスト3★
●ちょっこ…200円
●ほんわかプレーン…140円
●濃厚チーズショコラ …220円
※税抜となります。

恵庭市黄金南7丁目18-4
11:00-17:00
不定休

住
営
休
※カード利用不可

有り（5台）駐

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
ドーナツ15個以上デリバリー・テイクアウトできます

※市内・現金のみ
　12～13時配達可
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住宅街の中にある落ち着いた店舗。
ゆったりとお食事を楽しんで頂けます。
おそばは幌加内産のそば粉を使ったコシの有
る手打ちそばで、ダシには本鰹の厚削りを使用
し風味の濃いつゆに仕上がっております。ぜ
ひ、ご賞味ください。

手打ちそば 松㐂

pickup

恵庭市福住町1丁目15-4
昼11:00-14:00・夜17:00-20:00
水曜日

住
営
休
※カード利用不可

有り（3台）駐

TEL.0123-34-3480●サクッとしたボリューム満点の天せいろ

●リーズナブルな大きなかき揚げそば

●お好きなおそばと組み合わせるミニ丼3種類

 

……………………………… 1,200円

………………………………… 800円

…………………… 400円～500円

★テイクアウトOK
生そば、つゆ付き
テイクアウトできます。

創業以来、こだわりぬいた
仕込みと炭火焼きが自慢
一度食べたら癖になる自慢の鶏串をはじめ、串
焼きはお持ち帰りや宅配も可能です。
豊富な洋酒や飲み放題もあり、宴会プランには
名物料理も。さわやかなスタッフが皆様のご来
店をお待ちしております。

焼鳥ダイニング BONZO

pickup

恵庭市漁町179番地
17:00-24:00
火曜日

住
営
休
※カード利用可

有り（6台）駐

TEL.0123-34-8422●串焼き1人前（3本）
●こだわり洋酒……
★通常飲み放題あり（ビール込）
★宴会コース（飲み放題付）

390円（税込）～
380円（税込）～

3,500円（税込）～

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
焼鳥、お弁当などデリバリー・テイクアウトできます。
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すしや 葵 （お持ち帰り専門店）

pickup

築地で修業した店主が握ります。営業時間は19:30迄となっておりますが、当日札幌中央卸売
市場から仕入れた魚貝がなくなり次第、営業を終了させていただきます。

TEL.0123-21-9566

握りすし、ちらしすしともにワンコインメニューが充実しております。
ワンコインメニューは約50種類をご用意しております。

恵庭市本町83
11:00-19:30（昼休み等はありません）
不定休

住
営
休
※カード利用可
※JCBギフト券など各種ギフト券も利用可能
（一部利用不可券もあります）

無し駐

新鮮魚介をどんどん安く提供する
お持ち帰り専門店

●極特々上「星」
5,000円（税別）
●極特々上「星」
5,000円（税別）

●ウニ丼
500円（税別）
●ウニ丼
500円（税別）

●ランチタイム限定
 「吉宗」全12カン
500円（税別）

●ランチタイム限定
 「吉宗」全12カン
500円（税別）

★テイクアウトOK お寿司テイクアウトできます。
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山沢仕出し店

pickup

法要料理やお集まり事のお弁当やオードブルを
承っております。少数からのご注文もご予算に応
じてお作りしております。店頭でご注文を受けて
から揚げる「仕出し屋の唐揚げ」も好評販売中。

恵庭市漁町200
仕出し10:00-18:00・odekopit11:00-18:00
不定休

住
営
休
※カード利用不可・キャッシュレス有（PayPay）

有り（8台）駐

TEL.0123-32-3159
●ご法要・お集まり事に使える会館有り
●店頭にて「仕出し屋の唐揚弁当」600円（税込）～
●自転車でお越しのお客様用サイクルスタンド有り
（odekopit）

焼肉 春華

pickup

健康を考え、おくつろぎ頂ける店をコンセプト
にゆとりの空間でおもてなしいたします。厳選
されたお肉を秘伝のタレでお楽しみください。
最大110名様の宴会に対応していますのでお気
軽にご相談ください！

恵庭市京町90
17:00-24:00
火曜日

住
営
休
※カード利用可

有り（8台）駐

TEL.0123-33-0271

●3,500円コース
【7種類盛り合わせ+アルコール1～2杯】
●4,000円コース
【7種類盛り合わせ+アルコール3～4杯】
●4,500円コース
【7種類盛り合わせ+120分飲み放題付き】

カルビ・豚ロース・豚トロ・上ホルモン
牛タン・ジンギスカン・サガリ

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
から揚げ、から揚げ弁当・幕の内弁当(要事前連絡)・から揚げロコモコ丼・からあげミートパスタなど

※基本的には恵庭市内。市外は要相談。

★テイクアウトOK
ビビンバ等あり、メニュー料理内容はご相談ください。
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鳥焼商店

pickup

平成23年に開業し、地元
の人気店として定着。和食
で磨いた技と経験で他と
一線を画す焼鳥とおでん
の店。恵庭市内で唯一、
サッポロパーフェクト黒ラ
ベルの認定を受け提供して
いるお店です。

恵庭市京町9番地
17:00-24:00（L.0.23:30）
日曜日（翌祝日の場合営業）

住
営
休
※カード利用可

有り（6台）駐

TEL.0123-32-4529●2時間飲み放題付 宴会プラン
　4,500円（税込）～
●おまかせ鳥焼5本盛り合わせ850円
●おまかせおでん盛り合わせ
（一人前3品550円）

恵庭おむすび ゑびす

pickup

恵庭産のおいしいお米をじっくり炊き上げた、
ほかほかおむすび。ひとつひとつ愛情をこめて
お作りしています。

恵庭市黄金中央1-4-1
8:30-16:00（お米無くなり次第終了）
水曜日・第1.3木曜日

住
営
休
※カード利用不可

有り（2台）駐

TEL.070-6603-4102
●自慢の紅さけ      220円
●人気のハスカップ 190円

ほか20種類のおむすびと
からあげ・豚汁・お惣菜
ランチセット 650円～
お弁当承っております。

★テイクアウトOK
焼鳥、おでんなどテイクアウトできます。

★デリバリーOK ★テイクアウトOK

おにぎり、総菜、お弁当などデリバリー・テイクアウトできます。
※配達は2,000円～時間帯によって対応不可の場合あり。
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すし 創作料理 こんどう家

pickup

恵庭駅前通りにこんどう家はあります。恵庭駅から江別恵庭線に向かって伸びる駅前通りを
進むと、ほんのり足元を灯す雰囲気のいいお店が見えてきます。暖簾をくぐると、そこは元寿司
職人が営むうまい寿司と本場の美唄焼き鳥が愉しめる、オトナの社交場です。

TEL.0123-35-1633★120分飲み放題＋6品
　　　　……………4,400円コース
★120分飲み放題＋7品
　　　　……………4,850円コース
★120分飲み放題＋8品
　　　　……………5,500円コース
要3日前予約/2名様~/18時スタートからご予約いただけます。

恵庭市緑町1丁目7-16
月～木17:30-23:00・金土17:30-24:00
日曜日

住
営
休
※カード利用不可

有り（2台）駐

恵庭駅から徒歩5分！
寿司と本場美唄焼き鳥が愉しめる、オトナの隠れ家。

店主今藤さんのご実家はなんと本場美唄の焼き鳥屋さん。一本一本丁寧に焼き上げる、全
国7大焼き鳥のひとつ「美唄焼き鳥」の香ばしい香りは、道行く人の魂に「うまい店はここだ
よ」と優しく語り掛けます。四季折々の小料理とうまい地酒が愉しめるこんどう家は、外観
からは想像できないほど中は広く、40名様までの貸切宴会にも対応可能。1次会、2次会、
大宴会と利用シーンを選びません。居心地のいい和空間で、ちょい飲みしてきませんか？

★テイクアウトOK 焼鳥、一品料理、寿司などテイクアウトできます。
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焼肉レストラン 味覚館

pickup

ご家族やグループでご来店された時にはセットメニューがオススメです！当店イチオシ「得々
ディナーセット」4～6名様用５８００円（税別）、お肉・野菜・シーフードとバランスのとれた盛
り合わせです。人数やご予算に合わせたプランも相談に応じますので、お気軽にご相談下さい。

TEL.0123-34-2039
恵庭市泉町60番地
17:00-24:00
火曜日

住
営
休
※カード利用可

有り（12台）駐

50名様まで利用可能な「堀ごたつ席」を新設致しましたので
ごゆっくりおくつろぎ下さい！

※プラス３００円でビールをプレミアムモルツに変更できます。
※お通し代としてお一人様別途300円（税別）を頂戴いたします。

●飲み放題プラン（120分）
　　平日 お一人様７８０円（税別）
　　土・日・祝・祝前日 お一人様９８０円（税別）

★テイクアウトOK おにぎり、キムチなどテイクアウトできます。




