画
飲食店新メニュー限定企

しみずの味覚をお届けします

2月4日（木）～20日（土）の17日間
新グルメ N E W

ピリ辛ネギ豚丼

ドライブイン

NEW

新グルメ N E W

新グルメ N E W

ガーリックスープカレー

1,265円（税込） ガーリックとりもも串 3本 430円（税抜） （ライス付き）

「十勝清水にんにく」を使った、食感
豊かな自家製ラー油を混ぜ合わせた香
味ネギを豚丼にトッピング。仕上げに
オリーブオイルで焼き上げたニンニク
チップを添えました。

いとう

新メニューを開発
清水町産の食材を活用し
理でおもてなし
各店趣向を凝らしたお料
ください。
新感覚の味覚をお楽しみ

新グルメ N E W

清水町産ガーリック

1,200円（税抜） まぐろのカマ焼き

新グルメ N E W

「十勝若牛」と「十勝清水にんにく」

500円（税抜） 入りギョウザのアヒージョ

「十勝清水にんにく」をふんだんに使用した特製ダレをまとっ 「にんにく肉まつり」での新メニューとして登場して以来好評 「十勝清水にんにく」で風味を付けて、オリーブオイルで
たとりもも串 !! 味良し、
香り良し、
パンチ力良し。ジューシー
につき定番メニューになりました。清水町の特産食材「十勝
焼きます。オリジナルハーブ＆スパイスで、さらに風味豊
なとりもも肉にカリッと揚げてひと手間かけた「十勝清水に
清水にんにく」をふんだんに使用しておりますが、
心配ご無用。 かに仕上げます。
本通5丁目
んにく」が抜群の相性です。甘めのタレで仕上げてこれまた、 美味しさや栄養価をそのままで調理法を工夫してにんにくの
お酒にもご飯にも合うんです。一度ご賞味ください。
臭いも気になりません。寒い時期ぜひ温まってください。
炉端焼居酒屋

番

75
中熊牛神社＆
馬頭観世音
中熊牛
第一会館

清水町本通2丁目
TEL.0156-62-2267
営業時間／17：00〜23：00
定休日／日曜

喫茶
昭和
タクシー
中華料理
四川

清水駅

清水町字熊牛90番地
TEL.0156-62-5141
営業時間／11：00〜14：30
定休日／水・木曜

274

家

♨
町営
公衆浴場

清水町
商工会

ホテル
まるふく

グレイス
清水町南1条4丁目2
TEL.0156-62-3736 / 080-6063-3736
営業時間／11：00〜21：00（L.O.20：00）
定休日／日曜

本通4丁目
北洋銀
グループ
ホーム
うらら

慎鮨

食事処

慎

鮨

清水中央
薬局
前田
クリニック

パーラー樹
帯広信用金庫 南2条4丁目
清水支店

清水町南1条4丁目
TEL.0156-62-3512
営業時間／17：00〜23：00
定休日／日曜

いたばし
デンタル

本通5丁目

いくもと
米殻店

本通4丁目
北洋銀

清水中央
薬局

800円（税込）

「十勝若牛」と「十勝清水にんにく」入りギョウザをイタリ
アン風に仕上げました。さすが「十勝清水にんにく」！風味
も味も最高級！。にんにく好きにはたまらない「げんや」が
おすすめする逸品となりました。ぜひ一度ご賞味ください。

飲み食い処

げんや

清水町南2条3丁目4-2
TEL.0156-62-7333
営業時間／17：30〜23：00
定休日／日曜

ベスト電器
清水店

南2条3丁目
セイコー
マート

清水局
南2条2丁目
味処
食道楽

ナカジマ
薬局

韋駄天
清水中央
公園

清水町、十勝の食材を使って
地元の魅力を発信 !!

十勝清水駅前で炉端焼・おでん・
お寿司を楽しめる !!

小さなお店だから本を読んだりインターネットを
楽しんだり安心してゆったりとした時間を過ごせます

気軽に寄れる、お寿司屋さん。
夜の清水の憩いの場

コロナに負けず感染予防を徹底し「安心・安全」に
うれしい・楽しい・美味しい時間をご提供

1975 年創業のドライブインいとう。
一番人気のメニューは豚丼。地元はもとより全国のお客
様から愛されている一品です。地元食材を使ったトッピ
ング豚丼を従業員と提案し十勝とドライブインいとうの
魅力を発信中 !!

炭前にカウンターのあるお店です。一人で炭の灯りを見
ながら静かに飲むもよし！！ 仲間や友人とワイワイす
るもよし！！ぜひ一度お越しください。ご予算やお料理
内容は、お気軽にご相談ください。

自家焙煎珈琲豆をゴールドフイルターで入れています。
食べるインシュリンと言われている菊芋をメニューに追
加できます。体調管理が大事な時期免疫力 UP にいかが
ですか？期間限定追加料金なしでスープカレーに入れる
こともできます。スープカレーは特製持ち帰り容器使用
アツアツを自宅でお楽しみいただけます。

当店、すし屋ですが、すしメニュー
以外にも多数とりそろえておりま
す。すしを一貫から注文可能です。
ランチタイムはテイクアウトにな
りますが、1,000 円ポッキリ生
ちらしをご用意しています。（前
日までのご注文）

単品料理から宴会コースまで、色々な料理を楽しめるお
店です。清水町産の食材を使った料理も人気ですよ。味・
コスパすべて満足いただけます！ ご来店お待ちしてお
ります。

昔、提供していた商品を徐々にメニュー化
していますので、豚丼以外の選択肢も増え、
老若男女問わずご利用できます。

豚丼が人気ですが、化学
調味料不使用の昔ながら
のしょうゆラーメン、十
勝の牛乳をふんだんに
使ったカツカレーも人気
です。またテイクアウト
メニューも充実していま
すので、お気軽にご連絡
ください。

ビールやハイボールに
ピッタリの一品。
何本でもいけちゃいま
すヨォ〜 !!

コロナ対策実施中
安心してご入店ください

たばこ喫煙 OK です。1 個から出前しますの
で、お気軽にご連絡ください。早めの注文な
ら時間指定で、食べたいときにお届けします。

今は我が家で安心の
テイクアウト・出前で外食気分
高速インターネット
回線がいつでも無料

ホームページにてテイクアウトメニュー掲載しております♪
上のQRからどうぞ☆

で使い放題

当店、ホームページ開設・Youtube にて、
メニューのメーキング動画も配信中。

Youtube チャンネル登録者
限定サービスもあります。
ホームページも開設しており
ます。メニューは、写真とコ
メント付きで掲載しています。

お客様皆様にごひいきいただきおかげさま
で１8 年目を迎えることができました。今
後も愛されるお店づくりを心掛け、当店自
慢の手料理と居心地のいい雰囲気で皆様の
お越しをお待ちしております。

各種宴会（小グループ）
ご予約承ります
ご予算等ご相談に応じます。又、
飲み放題プランもありますの
で、ご連絡お待ちしてます。飲
んで美味しいものを食べて楽し
いひと時を、早めのご予約で小
グループとはなりますがぜひご
利用ください。

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金を活用して実施しております。

画
飲食店新メニュー限定企

しみずの味覚をお届けします

2月4日（木）～20日（土）の17日間
新グルメ N E W

「黒にんにく」のせ
牛メンチカレー

NEW

新グルメ N E W

新グルメ N E W

十勝清水ホワイト

1,320円（税込） スープカレー【テイクアウト可】 1,273円（税抜） 親子そば

餌に糖蜜を加えたひとまい牛メンチとサルビア特製、若牛
のカレーに臭い残りしないフルーティーな「黒にんにく」
のトリプル効果！「黒にんにく」の抗酸化作用で「美味し
く」
「健康に」そして「美しく」いいことがまるごと詰まっ
たサルビアおすすめの逸品
カフェ ダイニング

サルビア

清水町産の食材をふんだんに使った
寒い季節にピッタリのあったかメ
ニュー。清水のブランド「とかち桃
花豚」や清水産の鶏卵も使用し、清
水町の「美味しい」がつまった一品。

ゆめあとむ

274
清水公園
バーベキュー
ハウス

1,100円（税抜） 豚キムチ丼

清水産鶏卵と鶏もも肉をいっぱい
使い、あつあつのおそばは、から
だも心もあたたまります。

ごはん屋
清水町
体育館

新グルメ N E W

274
274

清水町南1条11丁目 TEL.0156-62-1234
営業時間／11：00〜15：00（L.O.14：30）
18：00〜L.O.20：30（宴会時23：30）
定休日／不定休

南1条10

らー麺
こぶし
ツルハ
コメリ

そば処

三

品

清水町南2条3丁目2
TEL.0156-62-7700
営業時間／11：30〜14：00（L.O.13：30）
定休日／木・金曜

新グルメ N E W

「十勝清水にんにく」

890円（税込） 若鶏のガーリック揚げ

中華料理四川のマスターが長年の経験と技術で十勝清水町
を代表する食材
「とかち桃花豚」
「十勝清水にんにく」
を使っ
た『豚キムチ丼』を開発！今こそ免疫力アップの食材をふ
んだんに使い発酵食品であるキムチを投入。元気のない日
本に料理で元気をお届けします。
ベスト電器
清水店

中華料理

南2条3丁目
セイコー
マート

清水局
南2条2丁目
味処
食道楽

げんや
ナカジマ
薬局

韋駄天
清水中央
公園

四

川

清水町本通2丁目1-1
TEL.0156-63-2388
営業時間／11：30〜15：00／18：00～20：00
定休日／日曜、祝日

♨
町営
公衆浴場

昭和
タクシー

番家

清水駅

清水町字清水724 清水公園内
TEL.0156-67-7622
営業時間／11：00〜16：00（L.O.15：30）
定休日／金曜

新メニューを開発
清水町産の食材を活用し
理でおもてなし
各店趣向を凝らしたお料
ください。
新感覚の味覚をお楽しみ

清水町
商工会

ホテル
まるふく

500円（税込）

「十勝清水にんにく」を使用し丁寧に時間をかけ下味をつ
けカラッと揚げる。鳥せい定番唐揚げのいつもの美味し
さに「十勝清水にんにく」の美味しさをミックスしパン
チのきいた鳥せい本店ならではの逸品。

鳥せい本店
清水町南1条2丁目 TEL.0156-62-2989
営業時間／16：00〜23：00
（日曜／16：00〜22：00）
定休日／火曜

居酒屋
村役場

木村歯科
医院

えびすや
菓子舗
ホテル
まるふく

しんきん

南2条2丁目
越中屋
旅館

イタリアのカフェ
カリアリコーヒーが飲める店

おひとり様からファミリーまで
気軽に入れるお店

コロナ予防に取り組み、安心安全な
食事ができるお店に

今こそ免疫力 UP
食べれば体が元気になる！あったまる！

昔から変わらない美味しさがここに。
言わずと知れた十勝のソウルフード。

清水公園内にある癒やしを求めるお客様が多く訪れるカ
フェ。大きな窓から望む景色は心奪われます。
「コーヒー
で繋がる」をコンセプトに 2013 年オープン以来オー
ダー頂いてから一杯一杯豆を挽きエスプレッソマシンで
抽出する至福をご提供いたします。

清水のツートップ「牛玉ステーキ丼」「牛とろ丼」をは
じめ地元産・十勝産の食材を使った料理を豊富に取り揃
えております。お弁当・オードブルの内容は決まってお
らずお客様のご要望にできるだけお応えしてお作りいた
します。

お一人での食事から、法要後の
直会等の食事にもご利用いただ
けます。10 名様程度でご利用
の場合は貸し切りとなります。
お気軽にご相談ください。

感染予防対策を徹底しスタッフの「健康管理」
「マスク・
手洗いの徹底」「消毒」などをこころがけ安全で安心な
サービスをご提供いたします。大人数での会食は自粛傾
向にありますが「少人数」
「友人・知人」などでの会食
などに当店をぜひご利用ください。

創業以来こだわり続けた若どり。そのおいしさには理
由があります。昭和 53 年の創業以来、
「若どり」を冷
凍せずに、「フレッシュ若どり」の提供に日々努めてお
ります。それは若どり専門店としてのこだわりと、たゆ
まない品質の追求です。

お子様とご一緒でも安心小上がりもござい
ます。会合や女子会にもお使いいただけま
すのでお気軽にお問合わせください。

店内メニューはほぼすべてテイクアウト可能！
お気軽にご連絡ください

食材にこだわり「二八」の手打ちそばを楽
しめるよう、あたたかいそば、つめたいそ
ばをいろいろの種物を揃え提供しています。

テイクアウトメニュー
カレー
600 円
牛メンチ弁当
750 円
牛メンチ
300 円
その他ピザ、ポップフライ

宴会プラン 4 名様より

イタリアモデナの老舗焙煎会社
カフェカリアリのコーヒーの量り売り

（100ｇ）
734円（税込）

TEL.62-1234

120 分飲放題付き 3,500 円より
（ビールのみ 90 分 L.O）
【お料理のみ】
昼 1,500 円 夜 2,000 円

飲み物持ち込み OK!!
お弁当 600 円〜
オードブル 3,000 円〜
※価格は税抜き金額です。

☆要相談ください☆

テイクアウト品も揃えています。
【お弁当】（利用前日 15 時に予約）
彩り弁当（混ぜご飯、惣菜）
彩り弁当（海鮮生ちらし、惣菜）

800 円
1,000 円

オードブル（利用日 3 日前迄に予約ください）
お一人様 400 円（税込）から
予算に応じてお作りいたします。

清水町の特産食材であり栄養価の高い豚肉
「とかち桃花豚」と「十勝清水にんにく」
を使い今だからこそぜひ食べていただきた
い一品を完成させました。ぜひご賞味くだ
さい。

テイクアウト・出前も行ってます
お気軽にご用命ください！
定食・一品料理・オードブルなど
ご予算にあわせてご提供いたします。
「家で楽しむ」
「職場で楽しむ」
などなど
いろいろな場面でご利用ください。

当店は以前からガーリックポテトなど「十勝
清水にんにく」を使用し他町村産・外国産と
違いにんにく本来の旨み・香りのをお届けし
ています。今回の新メニューは一度食べたら
からあげとにんにくとのコラボのとりこに！
鳥だけにね…

鳥せいの宴会
集いの席をさらに美味しく！
厳選された旬の食材にこだわった、
鳥せいの宴会メニュー。
カラダもココロもゆったりと、
美味しいひとときをお過ごしください。
・寄せ鍋付のメニューもご用意できます。（要予約）
・お料理の内容・ご予算等、ご相談に応じます。
・ご予約及びお問合わせはお気軽にお電話下さい。

伴走型小規模事業者支援推進事業補助金を活用して実施しております。

