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≪新型コロナウイルス対策事業≫ 

宅配・テイクアウト応援強化キャンペーンについて 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

平素、当所事業に格別なるご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、当所では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、売上の確保が困難とな

っている会員事業所を応援するため、標記キャンペーンを実施しております。 

県では、秋田市内で新型コロナウイルス感染者が急増していることを受け、５月９日（日）

に本市を独自の感染警戒レベル４へ引き上げたことから、市内の飲食店等は、これまで以

上に大きな打撃を受けることが予想されます。 

つきましては、職場や家庭内において、定期的な「宅配・テイクアウトランチの日」を

設けていただくなど、改めて当特設サイトをご活用いただき、市内の飲食店等へご支援賜

りますようお願い申しあげます。 

敬 具 

記 

 

１．キャンペーン期間 

２０２１年４月２０日（火）から６月３０日（水）まで 

２．活用事例 

①毎週●曜日を「宅配・テイクアウトランチの日」とし、職場でランチを楽しむ 

②毎週▲曜日を「プチ贅沢な日」とし、家庭でプロの味を堪能する 

③生花を飾って明るい職場づくりを推進する                など 
 

３．掲載店舗 当所会員事業所の飲食・小売店７３店舗（５／６時点） 

※ 登録店舗は随時募集しております。 

※ 別紙参加店一覧をご参照いただき、右記 QR コードよりサ

イトにアクセスのうえ、サービス内容をご確認ください。 

４．利用方法 

①スマートフォン利用の場合 

・ 特設サイト内の電話番号をクリックし、直接電話でご注文ください。 

②パソコン利用の場合 【https://www.akitacci.or.jp/】 

・ 原則、電話注文となりますが、ＦＡＸ注文が可能な店舗の場合

は、店舗毎にＦＡＸ用の仮注文フォームをご用意しております。 

職場内での注文の取りまとめなどにご活用ください。 

※ ＦＡＸ注文の場合は、店舗からの電話確認をもって注文が

確定となります。 

５．お問合せ 秋田商工会議所 まちづくり推進課 担当：藤原、渡邉 

TEL：866-6676 FAX：862-2101 e-mail：machi@akitacci.or.jp 

以 上 

応援特設サイト 



「宅配＆テイクアウト」応援特設サイト　参加店一覧

■宅配（デリバリー） ※店名五十音順 ■テイクアウト ※店名五十音順 2021/5/6現在

No. 店舗名 主な商品 No. 店舗名 主な商品

1 秋田中央生花 生花 37 カレーハウスCoCo壱番屋　秋田土崎店 カレーラーメン

2 味しん 和食弁当 38 喫茶ポニーテール 洋食弁当

3 アルバートホテル秋田1階　はなぎく 和食弁当 39 餃子　玖 中華弁当

4 久里庵 日替わり弁当 40 金華園 中華料理

5 ㈱かおる堂 ケーキ/菓子 41 串揚げUO-ZA 揚げ物弁当

6 菓子舗榮太楼 和菓子 42 くしやもつや 焼き鳥

7 菓子工房ぜんげつ 和/洋菓子 43 木もれ陽のテラス 洋食弁当

8 川反軒 鶏料理 44 酒季亭　比内や 和食弁当

9 心づくし ことり 鍋セット/弁当 45 情熱弁当 唐揚げ弁当

10 すし海道　秋田新国道 寿司 46 そば処 紀文 そば/カレー他

11 すし海道　秋田仁井田店 寿司 47 大漁丸　ダイワロイネットホテル秋田店 和食弁当

12 炭火でいろいろ焼いてくれや 肉弁当 48 太助寿司　本店 寿司

13 炭火焼 志庵 多国籍弁当 49 中華 ドラゴン食堂 中華料理

14 関根屋 牛めし弁当 50 中華料理 東天閣 中華料理

15 ナイスネットスーパー外旭川店 食料品 51 伝承の味処　無限堂　大町本店 肉盛合わせ

16 ナイスネットスーパー割山店 食料品 52 伝承の味処　無限堂　秋田駅前店 オードブル

17 花のヤマト 生花 53 中通Chillout 洋食料理

18 パーティ―ギャラリーイヤタカ 弁当/折詰 54 中国料理　雪梅 中華料理

19 生ラムジンギスカン　ラムだっちゃ ラム焼肉セット 55 とりっこ新屋店 和食弁当

20 歩摘亭 おつまみセット 56 とりっこ追分店 和食弁当

21 キムチとホルモンのマシッタ ホルモン料理 57 とりっこ御所野店 和食弁当

22 麺喰うがっ!? 弁当/オードブル 58 なかいち桟敷 和食弁当

23 御厨　光琳　なかいち店 和食弁当 59 濃厚鶏ガラ　中華そば　東一 鶏焼き弁当

24 横田屋 うなぎ弁当 60 ぱっぷや市民市場店 唐揚げ弁当

25 レストランルセット 洋食弁当 61 バール＆ビストロ　ポンレヴェック カレー/オードブル

26 Branzi-no Akita 弁当/オードブル 62 ハラールレストラン　デラ　山王 カレー

■テイクアウト ※店名五十音順 63 ビアカフェあくら おつまみセット

No. 店舗名 主な商品 64 日乃屋カレー秋田市民市場店 カレー

26 Branzi-no Akita 弁当/オードブル 65 日乃屋カレー秋田新国道店 カレー

27 Bistro ８８バル 弁当/オードブル 66 ひよこカレー 秋田駅前店 カレー

28 LOCAL　KITCHEN　RAILS_AKITA 洋食弁当 67 兵六玉 各種おつまみ

29 SOUPHOLIC 洋食料理 68 福ト屋 焼き鳥/唐揚げ

30 ZECCHINI PIZZA bancarella イタリアン料理 69 ふじや　からあげ店 唐揚げ弁当

31 アキタパークホテル 中華料理 70 焼きとん大国 秋田山王店 串焼き

32 イタリアントマト八橋ケーキショップ ケーキ 71 ユーランドホテル八橋 和食・中華弁当

33 壹しん 和食弁当 72 レストランＡ-１ 洋食弁当

34 かまくら家 弁当/オードブル 73 和彩 海 Kai 和食弁当

35 カレーハウス華麗亭 カレー

36 カレーハウスCoCo壱番屋　秋田東通店 カレー


