
恵庭市泉町60番地 メゾン丸恵1F
日～木17:00-24:00/金・土17:00-翌1:00
12月31日・1月1日

住
営
休
※カード利用可

有り（20台）駐

TEL.0123-32-6205

つぼ八 恵庭駅前通り店

pickup

当店は全室個室、掘りごたつでTV付きの席
も御座います。宴会はご予算に応じて承り
ます。お気軽にご相談ください。また、1組
様合計金額5,000円以上ご飲食されますと
400円お客様負担にて恵庭市内の代行
サービスを実施しています。

★120分飲み放題
月～木・990円（税別）
金土日/祝前・1,290円（税別）

旬の素材が盛りだくさん！
つぼ八の宴会。

恵庭市恵み野西2丁目2番14
日～木17:00-24:00/金・土17:00-翌1:00
12月31日・1月1日

住
営
休
※カード利用可

有り（20台）駐

TEL.0123-37-1510

つぼ八 恵み野店

pickup

当店は全室個室、掘りごたつでTV付きの席
も御座います。宴会はご予算に応じて承り
ます。お気軽にご相談ください。また、1組
様合計金額5,000円以上ご飲食されますと
400円お客様負担にて恵庭市内の代行
サービスを実施しています。

★120分飲み放題
月～木・990円（税別）
金土日/祝前・1,290円（税別）

旬の素材が盛りだくさん！
つぼ八の宴会。

enipo  takeout・delivery
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enipo  takeout・delivery

家庭料理を中心に 
おふくろの味を堪能できるお店です。
魚の煮付け、お煮染めなどの料理に舌鼓を打ち
ながらゆっくりと会話が楽しめます 。

おばんざい とみ

pickup

恵庭市栄恵町29番地
16:00-22:00
日曜日・月曜日

住
営
休
※カード利用不可

無し駐

TEL.090-9753-2293
●宴会セット（3名様より）
男性 4,000円 女性 3,500円
※飲み放題・お食事付き

★テイクアウトOK

おまかせお惣菜セット1000円（１パック）テイクアウトできます。
※当日11時までにご予約・17時以降に受渡し。

大人数でのご宴会も承ります！
グループや職場でのご宴会。最大１００名様まで
ご利用できます！
人数やご予算お気軽にご相談下さい。
もちろんお一人様でのご来店も大歓迎です。

ファミリー居酒屋 刺身一番

pickup

恵庭市栄恵町109 サカエビル2F
17:00-23:00
日曜日

住
営
休
※カード利用不可

有り（5台）駐

TEL.0123-33-3438★２時間飲み放題プラン
　　・料理７品・生ビールコース
　　　　　　　お一人様 4,250円
　　・料理７品・生搾りコース
　　　　　　　お一人様 3,750円

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
オードブル等可テイクアウトできます。料理内容はご相談ください。

※市内一円配達可



enipo  takeout・delivery

道産小麦が味の決め手！
道産小麦と秘伝の出汁が利いたお好み焼きとも
んじゃ焼き。数種類のソースをブレンドした焼き
そばをぜひご賞味ください！

鉄板焼ダイニング さわしん

pickup

恵庭市栄恵町27番地
19:00-翌3:30・金土19:00-翌5:30
不定休

住
営
休
※カード利用可・キャッシュレス有（要問合せ）

無し駐

TEL.0123-32-6650
さわしんオススメメニュー
道産小麦のお好み焼き・もんじゃ焼き
焼きそば・十勝牛もも（ランプ）ステーキ
道産豚ホルモン等
仔牛の牛タンもオススメです！

★デリバリーOK
もんじゃ焼き以外が配達可能です。
※営業時間内に限り。栄恵町のみ配達可能。

栄恵町 ふじや食堂

pickup

1963年創業。開店して60余年の老舗ラーメン店
です。ラーメン以外にも、生ラムジンギスカンや四
川料理をご用意。老若男女問わず市民の皆様に親
しまれるお店を目指しております！

恵庭市栄恵町49
月～木18:00-23:30/金・土18:00-25:30
日曜日

住
営
休
※カード利用不可

有り（2台）駐

TEL.0123-33-3052
●90分飲み放題
（エクストラコールド込み）1,500円
●貸切宴会要相談（10名様以上～）
●料理付宴会3,500円～

★テイクアウトOK
お弁当、オードブルなどテイクアウトできます。
※テイクアウト用のメニュー表あります。
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接待お祝いデートも可！
本格握り寿司がお手頃価格で楽しめる、創業35年目老舗寿司屋

浪花 亀すし

pickup

｢利用シーンを選ばない」と評判の「浪花 亀すし」は、創業35年を迎える栄恵町内唯一のお寿
司屋さんです。恵庭駅から徒歩8分とアクセスも抜群！敷居が高いイメージがある握り寿司で
すが、亀すしでは驚きの900円から1人前（竹）が注文可能！「ちょい飲みセット」はお仕事帰り
に利用必須！！

TEL.0123-33-3340

大阪で修行し、恵庭で店をかまえた大将。札幌市場から鮮度抜群な旬のネタを仕入れ、旨
味を最大限引き出す職人の技で握られた寿司は絶品です。一番人気の松コース（1600円）
では、マグロ、いくら、そして秘伝の甘酢を使った至極の自家製〆サバなどが堪能できお腹
も心も大満足間違いなし！お座敷には椅子も完備されているため足腰に自信がない方でも
安心してお楽しみいただけるうえ、宴会コースでは本格握り寿司が楽しめると大人気です！

ご宴会コースはお任せください!!
【120分飲み放題付き！】
お寿司屋さんの宴会コース 4,000円～
さらに事前予約で昼宴会も可能！
※仕入れによって料理は変わります。
※3日前予約/4名様～/イスあり

恵庭市栄恵町46
17:00-25:00
不定休（お問い合わせください）

住
営
休

※カード利用不可
無し駐

★デリバリーOK ★テイクアウトOK
寿司・オードブル・刺身盛り合わせなどご相談ください。

※3,000円以上で配達
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オシャレな店内でごゆっくりと
お楽しみいただけます。
焼肉も楽しめる焼肉コースと2種類のお出汁を
選んで楽しめる二層鍋のコースがあり、10種
類のつけダレをご自由に組み合わせて「創作」
を楽しめます。ラーメンもご用意しております。
飲んだ後のしめにいかがですか？

創作しゃぶしゃぶ Dahlia

pickup

恵庭市栄恵町64番地
17:00-翌3:00（L.O.翌1:30）
不定休・年末年始

住
営
休
※カード利用可

無し駐

TEL.0123-25-3997
宴会は最大50名様のご利用が可能と
なっており、ご家族でのご利用や会社で
のご利用が多く、幅広いご満足をいただ
いております。

ダリア

★テイクアウトOK
チャーハン・餃子などの中華料理
テイクアウトできます。

サンガーデンカフェ Tea's Garden

pickup

花苗の生産、販売をするサンガーデン内に併設
するカフェ。季節ごとに変わるオープンガーデ
ンの花々をながめながら、お食事を楽しむこと
ができます。

恵庭市西島松561-4
10:00-17:00
木曜日（2020.12/7～2021.3/31 冬季休業）

住
営
休
※カード利用可

有り（50台）駐

TEL.0120-980-386ヘルシービュッフェランチ（11:00～
14:00）は野菜中心の身体に優しいお惣
菜が十数種類。コーヒー・紅茶・シフォン
ケーキなどもバイキング形式でお召し上が
り頂けます。

★テイクアウトOK お総菜などテイクアウトできます。



enipo  takeout・delivery

居酒屋 小ばちゃん 栄恵町本店

pickup

創業以来「旬の魚と地酒と愛嬌」をコンセプトに新鮮魚介を中心に料理人の本格
料理と全国各地の地酒・本格焼酎をご用意しております。また、元気あるスタッフ
の愛嬌でおもてなしいたします。

TEL.0123-34-4666
恵庭市栄恵町79番地
17:00-24:00（L.O.23:30）
日曜日（月曜祝日の場合、日曜営業の場合有り）

住
営
休 有り（7台）駐
※カード利用可

●ご宴会案内（2時間飲み放題付き）

※カウンター席もございますのでお気軽にどうぞ。

4,500円・5,000円・6,000円コース（税込）有り

★テイクアウトOK 焼き物・揚げ物などテイクアウトできます。



enipo  takeout・delivery

恵庭市恵み野西1丁目25-2
10:00-18:00・土日祝10:00-17:00
水曜日（第2・4木曜日）

住
営
休
※カード利用可

有り（公共駐車場帯）駐

TEL.0123-36-4561

珈琲 きゃろっと

pickup

焙煎の大会で日本一になった焙煎士が選んだ
コーヒー豆を厳選して販売しています。「コー
ヒーはどれも同じ」そう思っている方のご来店
をお待ちしております。

コーヒー豆
●恵み野ブレンド 100g
●グアテマラ・グアヤボ農園 100g
テイクアウトドリンク
●ドリップコーヒー
●カプチーノ
 

740円（税別）
840円（税別）

350円（税別）～
400円（税別）

スペシャルティコーヒー豆の専門店です。

居酒屋 小ばちゃん 恵み野店

pickup

お寿司屋さんの跡地を改装した落ち着いた雰
囲気で、女性やご家族にもご利用いただけるお
店です。小ばちゃん料理はもちろん、恵み野店
オリジナル料理をご用意しております。

恵庭市恵み野西1丁目23-10
17:00-23:30（平日）・17:00-24:00（金・土）
月曜日

住
営
休
※カード利用可

有り（5台）駐

TEL.0123-36-2266●ご宴会案内（2時間飲み放題付き）

※人気の選べる飲み放題
 （120分・1,480円/税別）+500円で
　プレミアム飲み放題（地酒・本格焼酎）

4,000円・4,500円・5,000円コース（税込）有り

★テイクアウトOK テイクアウトできます。

★テイクアウトOK
焼き物・揚げ物などテイクアウト
できます。



enipo  takeout・delivery

恵庭市恵み野西2丁目2-14 フジプラザビル2F
11:30-14:30・17:00-23:30
月曜日

住
営
休
※カード利用可・キャッシュレス有（要問合せ）

有り駐

TEL.0123-36-1234

イタリア酒場 宙 -SORA-

pickup

70名様まで入れるおしゃれな店内には安心の
キッズルームを完備！食材の産地にこだわり、
中でも国産うにを使った名物「えびとブロッコ
リーのうにクリームパスタ」は遠方から来店さ
れるほどの絶品！！

SORAコース
☆100種以上120分飲み放題 1,500円＋税
☆飲み放題付き前菜～デザートまで7品 4,500円～
記念日デザートプレート無料！思い出に残る演出致します！
※前日予約/2名様以上

キッズルーム完備で親子3世代が集える♪
本格イタリア料理と豊富な洋酒を恵み野で堪能。

恵庭市恵み野西2丁目2-8
17:00-L.O.23:00・閉店23:30（金・土/閉店25:00）
月曜日

住
営
休
※カード利用可・キャッシュレス有（要問合せ）

有り（店舗裏手）駐

TEL.0123-21-8809

酒菜肴房 和 屋

pickup

シックな和モダン空間広がる店内は、使い勝手
抜群！マグロは新鮮な生マグロしか仕入れない
という食材へのこだわりっぷり。うまい！しか聞
かないトンテキはオーダー必須！鮮魚と逸品を
お楽しみください。

●120分飲み放題　1,500円＋税～
　2,800円飲み放題ではなんと日本酒だけで
　60種類以上に！！
●飲み放題付き8品宴会コース4,000円～8,000円
●各種法事料理もございます。※前日予約/4名様以上

家族みんなでゆっくりと♪利用シーンを選ばない
全室掘りごたつのカジュアル居酒屋

★テイクアウトOK お惣菜などテイクアウトできます。

★テイクアウトOK お惣菜などテイクアウトできます。
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恵庭市恵み野西2丁目2-12
10:00-17:00
年中無休（年末年始除く）

住
営
休
※カード利用可・キャッシュレス有（AirPAY）

有り（2台）駐

TEL.0123-21-9129

トモヱベーグル

pickup

｢欧米化が進む日本人の朝食を、安心・安全・
環境配慮型の伝統製法ベーグルで、より健康
的に、より豊かなものにし、未来の主食供給者
となること」を目的とし、ベーグルを販売してい
ます。

●ベーグル
●ベーグルサンド 
●ランチセット
●ティーセット
 

１８０円（税別）～
３８０円（税別）～
７８０円（税別）～
５８０円（税別）
 

北海道産小麦と天然酵母を使用した
伝統製法ベーグル 

恵庭市京町92-2
11:00-14:30
土・日・祝日（お盆・年末年始）

住
営
休
※カード利用可・キャッシュレス有（AirPAY）

無し駐

TEL.0123-31-0669

TOMOE BAGEL Sandwich Lab.

pickup

道産小麦と天然酵母の伝統製法ベーグルを
使った、ベーグルサンドのテイクアウト専門店
です。

●ベーグル
●ベーグルサンド 
●スターバックスローストコーヒー

１８０円（税別）～
３5０円（税別）～

2８０円（税別）～
 

トモヱベーグル２号店の
ベーグルサンドウィッチ専門店

トモヱベーグル サンドウィッチラボ

★テイクアウトOK ベーグルのテイクアウトできます。

★テイクアウトOK サンドウィッチのテイクアウトできます。
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鮨処 幸寿司

pickup

最大100名様まで対応可能な宴会場完備。
忘年会や新年会、法事や結納など大人数でのお食事やご宴会に対応致します。
仕出し料理・結納・法事・仕出し弁当・オードブルも承ります。

TEL.0123-36-8717
恵庭市島松仲町1丁目6-13
昼11:30-14:00（L.O.13:45）夜17:00-22:00
月曜日

住
営
休 有り（12台）駐
※カード利用不可

幸寿司丼（一日限定30食）
ぜひご賞味ください！

おすすめ
メニュー

（税別）

（税別） （税別）

★テイクアウトOK

お寿司等テイクアウトできます。
※人数・金額制限なし。但しランチタイムを除く。
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みなみでかふぇ

pickup

恵庭を中心に営業しているクレープの移動販売です☆市民活動センター（えにあす）や各スー
パーなど、様々なところで営業しています♪トレードマークの移動販売車はかわいいピンク一
色!!見かけると幸せになれる!?と評判です。どの商品もお財布に優しく、ご家族へのお土産に
喜ばれること間違いなし!!

TEL.080-3292-0815★人気爆発中!! 目の前でバーナー仕上げ!! 
　クリームブリュレクレープ♪ 400円 !!
★学生必見!! おやつにぴったり!! 
　バナナチョコ生クリームクレープ♪
　超オトクの340円 !!
★定番＆リピ確のさっぱりイチゴチョコクリーム
　クレープ♪お財布に優しい360円 !!

随時移動中!! 詳細はQRコードから出店状況をご確認ください。
11:00-20:00（出店場所によって若干前後します。）
月曜日（祝日の場合は火曜日が定休日となります。）

住
営
休

※カード利用不可
出店場所により異なります駐

見かけたらラッキー!! ピンクの車が目印の
幸せを呼ぶ♪こだわりクレープの移動販売♪

｢町の元気屋さん」を自負する2代目店主の中村さん。来店されるお客様の中には｢あなた
とお話がしたくて来たのよ♪」なんて方も珍しくないとか。人の良さと天性の明るさをもつ
中村さんですが、もちろんクレープもとってもおいしいと評判です★こだわりのもちもち生
地とカスタードクリームが絶妙なバランスでまとめられ、仕上げにバーナーで丁寧にあぶ
られたクリームブリュレクレープは一番人気の絶品です!!ぜひご賞味ください!!

★テイクアウトOK
クレープテイクアウトできます。

※販売先はtwitter.com/minamidecafeで公開
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居酒屋 小ばちゃん 島松店

pickup

カウンター席が賑やかな、アットホームな雰囲
気のお店です。人気のお刺身、ザンギ、大きい
出汁巻き玉子など、小ばちゃんらしいお料理を
ご用意しております。

恵庭市島松本町1丁目6番16号
17:00-24:00
日曜日（月曜祝日の場合、日曜営業の場合有り）

住
営
休
※カード利用可

有り（4台）駐

TEL.0123-37-8770●ご宴会案内（2時間飲み放題付き）

※飲み放題（90分・1,480円/税別）も有ります。

4,000円・4,500円・5,000円コース（税込）有り

★テイクアウトOK
焼き物・揚げ物などテイクアウト
できます。



新型コロナウイルスの感染拡大で飲食業界は
今とても大変な状況になっています。

そんな地域の飲食店の皆さんを少しでも応援したい…そんな思いから
「えにぽテイクアウト・デリバリー版」を作りました。

ご家族やご友人、またお１人様でも
日々の生活に是非ともご活用ください。

発行元

恵庭商工会議所  TEL.0123-34-1111

enipo
takeout・delivery 


