
店舗名 住所 営業時間 定休日

しろくまコーヒー 小樽市銭函2丁目1-7 11:00～18:00 無休

N.Crea 小樽市張碓町420ー8
11:30～16:00(LO15:30)

ランチ　11:30～15:00(LO14:30)
月曜日

小樽あんかけ処とろり庵 小樽市桜5丁目7-23
昼：11:00～15:00

夜：17:00～19:30
火曜日

なると屋ウイングベイ店

小樽市築港11-1

ウイングベイ1番街

2階フードコート内

10:00～20:00(LO19:30) 無休

サーティンワンアイスクリーム

ウイングベイ小樽店

小樽市築港11－5

ウイングベイ小樽5番街1階
10:00～20:00 無休

円甘味　小樽石蔵バウム 小樽市入船1丁目2-22 10:00～18:00 木曜日

新倉屋花園本店 小樽市花園1丁目3-1 9:30～18:00 期間中無休

モスバーガー小樽静屋通店 小樽市稲穂2丁目16-3 9:00～22:00 無休

どんど 小樽市稲穂2丁目20-1 10:00～17:00 無休

北のどんぶり屋　滝波食堂
小樽市稲穂3丁目10-16

 三角市場内
8:00～17:00 無休

ル・キャトリエム 小樽市色内2丁目3-1 12:00～17:00 不定休

若鶏時代なると　回転寿司うずしお店 小樽市高島3丁目5-1 11:00～20:00 無休

店舗名 住所 営業時間 定休日

ネパールカレー＆レストラン STAR 小樽市星野町19-2

平日  昼：11:00～15:00

　　  夜：17:00～20:00

土日祝：11:00～20:00

無休

リストランテ樹の部屋 小樽市銭函2丁目30-3 11:00～20:00 水曜日

和風れすとらん銭函大山 小樽市銭函3丁目4 11:00～20:00 水曜日

なると屋朝里店 小樽市新光2丁目１-4 11:00～20:00 無休

大仁門朝里店 小樽市新光2丁目2-1
昼：11:30～14:00

夜：16:00～20:00
無休

緊急事態宣言に係る登録店の営業状況（～９月１２日）
※９月８日更新

営業時間、定休日等は、変更になることがあります。

通常営業している店舗（アルコールは提供していません。）

時短営業している店舗（アルコールは提供していません。）

https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%97%e3%82%8d%e3%81%8f%e3%81%be%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%92%e3%83%bc/
https://otarucci-takeout.jp/n-crea/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%82%e3%82%93%e3%81%8b%e3%81%91%e5%87%a6%e3%81%a8%e3%82%8d%e3%82%8a%e5%ba%b5/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%b1%8b%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%99%e3%82%a4%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%99%e3%82%a4%e5%b0%8f/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%80%80%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%99%e3%82%a4%e5%b0%8f/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%86%86%e7%94%98%e5%91%b3%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e7%9f%b3%e8%94%b5%e3%83%90%e3%82%a6%e3%83%a0/
https://otarucci-takeout.jp/%e6%96%b0%e5%80%89%e5%b1%8b%e3%80%80%e8%8a%b1%e5%9c%92%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%a2%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%bc%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e9%9d%99%e5%b1%8b%e9%80%9a%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%a9/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%8c%97%e3%81%ae%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%b6%e3%82%8a%e5%b1%8b-%e6%bb%9d%e6%b3%a2%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%a0/
https://otarucci-takeout.jp/%e8%8b%a5%e9%b6%8f%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e3%80%80%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%e3%81%86%e3%81%9a%e3%81%97%e3%81%8a%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%8d%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc%ef%bc%86%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3-star/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%86%e6%a8%b9%e3%81%ae%e9%83%a8%e5%b1%8b/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%92%8c%e9%a2%a8%e3%82%8c%e3%81%99%e3%81%a8%e3%82%89%e3%82%93%e9%8a%ad%e5%87%bd%e5%a4%a7%e5%b1%b1/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%b1%8b-%e6%9c%9d%e9%87%8c%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a4%a7%e4%bb%81%e9%96%80%e6%9c%9d%e9%87%8c%e5%ba%97/


小樽朝里クラッセホテル

レストランシルフィード
小樽市朝里川温泉2丁目676 11:30～14:30(LO14:00) 不定休

なか卯小樽築港店 小樽市築港8-4
店内飲食：9:00～20:00

テイクアウトのみ：20:00～24:00
無休

中國料理華花
小樽市築港11-5

ウイングベイ小樽5番街1階
11:00～18:00 不定休

お茶処時代屋 小樽市入船1丁目2-28 11:00～20:00 無休

すし処　寿司善 小樽市奥沢2丁目6-20 11:00～19:00
月曜日、火曜日、水

曜日

あっぱれ亭奥沢店 小樽市奥沢2丁目8-1
昼：11:00～15:00

夜：17:00～20:00(LO19:40)
火曜日

YamanoteClass暖心庵 小樽市緑2丁目3-7

店内飲食：10:30～15:30

デリバリー、テイクアウト

受付：9：30～16：00

引取：9：30～16：30

無休

オステリア・イル・ぴあっと・ヌォーボ 小樽市東雲町2-3

昼：11:30～14:00

夜：17:00～20:00(LO19:00)

夜のテイクアウトの予約は～15:00

水曜日（臨時休業

有）

大仁門東雲店 小樽市東雲町3-11
昼：11:30～14:00

夜：16:00～20:00
木曜日

おたる蝦夷屋 小樽市堺町2-22 11:00～18:00 不定休

おたる政寿司本店 小樽市花園1丁目1-1 11:00～20:00
8月31日、9月1

日、9月8日

魁陽亭越治
小樽市花園1丁目1-6

フタミビル2階
11:00～16:00 無休

大衆バルBRIDGE 小樽市花園1丁目4-23 11:30～20:00 不定休

Newport 小樽市花園1丁目5-3JR高架下 12:00～20:00

不定休（月曜日、火

曜日は予約のみ※前

日まで）

焼肉三四郎　本店 小樽市花園1丁目9-2 17:00～20:00 月曜日

レストランＭＵＲＡ 小樽市花園1丁目10-7

昼：11:00～14:30

夜：17:00～20:00(LO19:00)

※日曜日のみ11:30～

月曜日

小樽旬菜　華かぐら 小樽市花園3丁目2-9 17:00～20:00（予約のみ） 不定休

活と味　た志満 小樽市花園3丁目9-20 11:00～20:00 不定休

茶寮　青葉ヶ丘 小樽市花園5丁目6-4 12:00～14:00 日曜日

ニュー三幸 小樽市稲穂1丁目3-6 11:30～18:00(LO17:30) 無休

https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%9c%9d%e9%87%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%80%80%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a3/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%9c%9d%e9%87%8c%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%80%80%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a3/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%aa%e3%81%8b%e5%8d%af%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e7%af%89%e6%b8%af%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e4%b8%ad%e5%9c%8b%e6%96%99%e7%90%86%e3%80%80%e8%8f%af%e8%8a%b1/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8a%e8%8c%b6%e5%87%a6%e6%99%82%e4%bb%a3%e5%b1%8b/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%99%e3%81%97%e5%87%a6%e5%af%bf%e5%8f%b8%e5%96%84/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8c%e4%ba%ad%e3%80%80%e5%a5%a5%e6%b2%a2%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/yamanote-class-%e6%9a%96%e5%bf%83%e5%ba%b5/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%81%b4%e3%81%82%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%83%bb%e3%83%8c%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9c/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a4%a7%e4%bb%81%e9%96%80%e6%9d%b1%e9%9b%b2%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8a%e3%81%9f%e3%82%8b%e8%9d%a6%e5%a4%b7%e5%b1%8b/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8a%e3%81%9f%e3%82%8b%e6%94%bf%e5%af%bf%e5%8f%b8%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e9%ad%81%e9%99%bd%e4%ba%ad%e8%b6%8a%e6%b2%bb/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a4%a7%e8%a1%86%e3%83%90%e3%83%abbridge/
https://otarucci-takeout.jp/newport/
https://otarucci-takeout.jp/%e7%84%bc%e8%82%89%e4%b8%89%e5%9b%9b%e9%83%8e%e3%80%80%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%ef%bd%8d%ef%bd%95%ef%bd%92%ef%bd%81/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%97%ac%e8%8f%9c-%e8%8f%af%e3%81%8b%e3%81%90%e3%82%89/
https://otarucci-takeout.jp/%e6%b4%bb%e3%81%a8%e5%91%b3-%e3%81%9f%e5%bf%97%e6%ba%80/
https://otarucci-takeout.jp/%e8%8c%b6%e5%af%ae%e3%80%80%e9%9d%92%e8%91%89%e3%83%b6%e4%b8%98/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc%e4%b8%89%e5%b9%b8-%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%9c%ac%e5%ba%97/


炙屋小樽店
小樽市稲穂1丁目3-6

ニュー三幸本店2階
11:30～15:00(LO14:30) 無休

Otaru YaDo 小樽市稲穂1丁目3-10 3F 11:00～20:00(LO19:30) 無休

ビストロ小泉 小樽市稲穂1丁目7-10 11:00～14:30 不定休

小樽Muse 小樽市稲穂1丁目11-7
昼：11:00～14:00

夜：17:00～19:30(LO19:00)
月曜日

ケンタッキー・フライド・チキン

小樽稲穂店
小樽市稲穂2丁目7-11 10:00～20:00 無休

小樽・蕎麦屋・籔半 小樽市稲穂2丁目19-14 11:00～19:30
8月31日、9月7

日、9月8日

スープカレー ダルオ
小樽市稲穂3丁目3-1

グリーンホテル別館1階

昼：11:30～15:00

夜：17:00～20:00
水曜日

若鶏時代なると 小樽市稲穂3丁目16-13 11:00～20:00(LO19:30) 不定休

天ぷら藏谷 小樽市色内1丁目1-17 11:00～15:00 水曜日

ホテルソニア小樽　寿司＆グリル　イル

オナイ
小樽市色内1丁目4-20 17:30～20:00 無休

和牛黒澤本店 小樽市色内1丁目11-10 11:00～20:00(LO19:30) 無休

大仁門本店 小樽市色内1丁目13-5
昼：11:30～14:00

夜：16:00～20:00
無休

ISO 1F Restaurant Coelacanth 小樽市色内2丁目2-14 11:30～20:00 水曜日

グルメ回転寿司　函太郎小樽店 小樽市港町5-4 11:00～20:00(LO19:45) 無休

びっくりドンキー小樽運河店 小樽市港町5-4 9:00～20:00(LO19:00) 無休

廻転ずし　とっぴ～小樽運河通店 小樽市港町6-4 11:00～20:00(LO19:50) 不定休

ホテルノイシュロス小樽

レストランブラウキュステ

小樽市祝津3丁目282

ホテルノイシュロス小樽1F
17:00～20:00 無休

大助寿し 小樽市長橋4丁目14-37 11:00～20:00 9月6日

店舗名 住所 営業時間 定休日

ちょこっとカフェ 小樽市桜4丁目10-4 10:00～17:00 無休

旧岡川薬局CAFÉ WHITE 小樽市若松1丁目7-7
平日・土曜日　11:30～20:00

日祝　11:30～18:00
月曜日、木曜日

テイクアウトまたはデリバリーのみしている店舗

https://otarucci-takeout.jp/%e7%82%99%e5%b1%8b%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/otaru-yado/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%93%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%ad%e5%b0%8f%e6%b3%89/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%ef%bd%8d%ef%bd%95%ef%bd%93%ef%bd%85/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e7%a8%b2%e7%a9%82%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e7%a8%b2%e7%a9%82%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%83%bb%e8%95%8e%e9%ba%a6%e5%b1%8b%e3%83%bb%e7%b1%94%e5%8d%8a/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc-%e3%83%80%e3%83%ab%e3%82%aa/
https://otarucci-takeout.jp/%e8%8b%a5%e9%b6%8f%e6%99%82%e4%bb%a3%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a4%a9%e3%81%b7%e3%82%89%e8%97%8f%e8%b0%b7/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%80%80%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%86%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%8a%e3%82%a4/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%82%bd%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%80%80%e5%af%bf%e5%8f%b8%ef%bc%86%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%80%80%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%8a%e3%82%a4/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%92%8c%e7%89%9b%e9%bb%92%e6%be%a4%e3%80%80%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a4%a7%e4%bb%81%e9%96%80%e6%9c%ac%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/iso-1f-restaurant-coelacanth/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%a1%e5%9b%9e%e8%bb%a2%e5%af%bf%e5%8f%b8%e5%87%bd%e5%a4%aa%e9%83%8e%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%b3%e3%81%a3%e3%81%8f%e3%82%8a%e3%83%89%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%bc%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e9%81%8b%e6%b2%b3%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%bb%bb%e8%bb%a2%e3%81%9a%e3%81%97%e3%80%80%e3%81%a8%e3%81%a3%e3%81%b4%ef%bd%9e%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e9%81%8b%e6%b2%b3%e9%80%9a%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%80%80%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%ad/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%83%8e%e3%82%a4%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%80%80%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%82%ad/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a4%a7%e5%8a%a9%e5%af%bf%e3%81%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%93%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7/
https://otarucci-takeout.jp/%ef%bc%88%e6%97%a7%ef%bc%89%e5%b2%a1%e5%b7%9d%e8%96%ac%e5%b1%80cafewhite/


市場のめしや　まんまる食堂 小樽市新富12-1　南樽市場 9:00～18:30 日曜日

菜はな 小樽市最上1丁目3-13 2日前までの予約

無国籍料理ＭＯＮＩＫＡ 小樽市花園3丁目2-1　2F
受付　10:30～16:30

営業　11:30～18:00
日曜日

小樽市民食堂 小樽市花園5丁目3-1
注文受付時間　8:30～14:30

配達時間　出来上がり次第随時
土曜日、日曜日

和バルＴＡＫＵ

小樽市稲穂1丁目3-9

協和サンモールビル1階

ろまん横丁

16:30～20:00(LO19:30) 月曜日

中華食堂桂苑 小樽市稲穂2丁目16-14 11:00～17:00 木曜日、日曜日

なると屋小樽駅店
小樽市稲穂2丁目22-15

小樽駅内タルシェ内
9:00～19:00 無休

寿し処　彩華

小樽市稲穂1丁目3-9

協和サンモールビル1階

ろまん横丁

12:00～20:00(前日までの予約) 木曜日

ＣＡＦＥ　ＢＡＡＬ 小樽市稲穂3丁目8-10
昼：11:30～14:00

夜：17:30～19:00
月曜日

俺のどんぶりＧＫＳ
小樽市稲穂3丁目10-16

三角市場内
10:00～15:00 不定休

ホテルノルド小樽 小樽市色内1丁目1-16 前日10時まで要予約(24時間受付可) 無休

小樽中国料理好（ハオ）
小樽市色内1丁目2-18

協和浜ビル

前日14時まで要予約

（受取時間：12:00～16:00）
無休

OTARU TAP ROOM

-Craft Beer & Hostel-
小樽市色内2丁目4-8

平日　15:00～20:00

土日祝　13:00～20:00
水曜日、木曜日

タケダのザンギ 小樽市堺町4-18
平日：12:00～16:00

土日：11:00～16:00
不定休

ピザテンフォー小樽手宮店 小樽市錦町8-6 11:00～22:00 無休

なると屋マックスバリュ店
小樽市手宮1丁目2-1

マックスバリュ手宮内
11:00～21:00 無休

Sora to Tsuki 小樽市末広町28-10
テイクアウト：11:00～18:00

デリバリー：11:00～14:00
金曜日

小樽の鮨と季節料理　に志づ可 小樽市高島4丁目9-14 10:30～17:00(予約のみ) 不定休

なると屋塩谷テイクアウト店 小樽市塩谷2丁目19-7 11:00～21:00(LO20:30) 無休

店舗名 住所 営業時間 定休日

韓国食堂モッチャ 小樽市新光2丁目1-26 休業 休業

休業中の店舗

https://otarucci-takeout.jp/%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%82%81%e3%81%97%e3%82%84-%e3%81%be%e3%82%93%e3%81%be%e3%82%8b%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://otarucci-takeout.jp/%e8%8f%9c%e3%81%af%e3%81%aa/
https://otarucci-takeout.jp/%e7%84%a1%e5%9b%bd%e7%b1%8d%e6%96%99%e7%90%86%ef%bd%8d%ef%bd%8f%ef%bd%8e%ef%bd%89%ef%bd%8b%ef%bd%81/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e5%b8%82%e6%b0%91%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%92%8c%e3%83%90%e3%83%ab%ef%bd%94%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%95/
https://otarucci-takeout.jp/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e9%a3%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e6%a1%82%e8%8b%91/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%b1%8b%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e9%a7%85%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%af%bf%e3%81%97%e5%87%a6-%e5%bd%a9%e8%8f%af/
https://otarucci-takeout.jp/cafe-baal/
https://otarucci-takeout.jp/%e4%bf%ba%e3%81%ae%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%b6%e3%82%8a%ef%bd%87%ef%bd%8b%ef%bd%93/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%83%89%e5%b0%8f%e6%a8%bd/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e6%96%99%e7%90%86%e5%a5%bd%ef%bc%88%e3%83%8f%e3%82%aa%ef%bc%89/
https://otarucci-takeout.jp/otaru-tap-room-craft-beer-hostel/
https://otarucci-takeout.jp/otaru-tap-room-craft-beer-hostel/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%bf%e3%82%b1%e3%83%80%e3%81%ae%e3%82%b6%e3%83%b3%e3%82%ae/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%94%e3%82%b6%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%89%8b%e5%ae%ae%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%b1%8b%e3%80%80%e6%89%8b%e5%ae%ae%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/sora-to-tsuki/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%ae%e9%ae%a8%e3%81%a8%e5%ad%a3%e7%af%80%e6%96%99%e7%90%86%e3%80%80%e3%81%ab%e5%bf%97%e3%81%a5%e5%8f%af/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%b1%8b%e3%80%80%e5%a1%a9%e8%b0%b7%e3%83%86%e3%82%a4%e3%82%af%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%83%88%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e9%a3%9f%e5%a0%82%e3%83%a2%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%a3/


三門そば店 小樽市朝里3丁目5-30 休業 休業

おたる佐藤食堂 小樽市築港8-11 休業 休業

食堂六味庵 小樽市住吉8-18 休業 休業

石蔵カフェ　ヴェールボア 小樽市相生町9-9 休業 休業

喫茶ルナパーク 小樽市松ヶ枝1丁目21-5 休業 休業

いぐれっく5.3 小樽市富岡1丁目15-4 休業 休業

幸寿司 小樽市花園1丁目4-6 休業 休業

バル・デ・オタルナイ　星の庵　風の色
小樽市花園1丁目8-20

嵐山新地内
休業 休業

和風厨房み神
小樽市花園1丁目10-5

ノモスビル1階
休業 休業

余市がんがら分店　串焼　涼 小樽市花園1丁目11-21 休業 休業

熱闘ホルモン甲子園 小樽市花園1丁目12-3 休業 休業

洋食台所なまらや 小樽市花園3丁目6-6 休業 休業

やきとり参九郎 小樽市花園3丁目14-9 休業 休業

くいもん酒場 わはは 小樽市稲穂1丁目7-15 休業 休業

寿司・焼肉　いづみ 小樽市稲穂2丁目12-4 休業 休業

がつやしまざき 小樽市稲穂2丁目14-2 休業 休業

うまいもの屋百年坊 小樽市稲穂2丁目16-13 休業 休業

ら～麺京や 小樽市稲穂3丁目4-15 休業 休業

えだかん 小樽市稲穂3丁目15-7 休業 休業

ワイン＆カフェレストラン　小樽バイン 小樽市色内1丁目8-6 休業 休業

なると屋出抜小路店
小樽市色内1丁目1-17

小樽出抜小路内
休業 休業

Cafe Bar & Hostel [石と鉄 STONE

and IRON]
小樽市色内2丁目2-8 休業 休業

https://otarucci-takeout.jp/%e4%b8%89%e9%96%80%e3%81%9d%e3%81%b0%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8a%e3%81%9f%e3%82%8b%e4%bd%90%e8%97%a4%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://otarucci-takeout.jp/%e9%a3%9f%e5%a0%82%e5%85%ad%e5%91%b3%e5%ba%b5/
https://otarucci-takeout.jp/%e7%9f%b3%e8%94%b5%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%80%80%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%9c%e3%82%a2/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%96%ab%e8%8c%b6%e3%83%ab%e3%83%8a%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%84%e3%81%90%e3%82%8c%e3%81%a3%e3%81%8f5-3/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b9%b8%e5%af%bf%e5%8f%b8/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%80%80%e6%98%9f%e3%81%ae%e5%ba%b5%e3%80%80%e9%a2%a8%e3%81%ae%e8%89%b2/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%92%8c%e9%a2%a8%e5%8e%a8%e6%88%bf-%e3%81%bf%e7%a5%9e/
https://otarucci-takeout.jp/%e4%bd%99%e5%b8%82%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%8c%e3%82%89%e5%88%86%e5%ba%97%e3%80%80%e4%b8%b2%e7%84%bc%e3%80%80%e6%b6%bc/
https://otarucci-takeout.jp/%e7%86%b1%e9%97%98%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%a2%e3%83%b3%e7%94%b2%e5%ad%90%e5%9c%92/
https://otarucci-takeout.jp/%e6%b4%8b%e9%a3%9f%e5%8f%b0%e6%89%80-%e3%81%aa%e3%81%be%e3%82%89%e3%82%84/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%84%e3%81%8d%e3%81%a8%e3%82%8a%e5%8f%82%e4%b9%9d%e9%83%8e/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8f%e3%81%84%e3%82%82%e3%82%93%e9%85%92%e5%a0%b4-%e3%82%8f%e3%81%af%e3%81%af/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%af%bf%e5%8f%b8%e3%83%bb%e7%84%bc%e8%82%89%e3%80%80%e3%81%84%e3%81%a5%e3%81%bf/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%82%84%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%96%e3%81%8d/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%86%e3%81%be%e3%81%84%e3%82%82%e3%81%ae%e5%b1%8b%e7%99%be%e5%b9%b4%e5%9d%8a/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%89%ef%bd%9e%e9%ba%ba%e3%80%80%e4%ba%ac%e3%82%84/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%88%e3%81%a0%e3%81%8b%e3%82%93/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%86%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%b3/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%b1%8b%e3%80%80%e5%87%ba%e6%8a%9c%e5%b0%8f%e8%b7%af%e5%ba%97/
https://otarucci-takeout.jp/cafe-bar-hostel-%e7%9f%b3%e3%81%a8%e9%89%84-stone-and-iron/
https://otarucci-takeout.jp/cafe-bar-hostel-%e7%9f%b3%e3%81%a8%e9%89%84-stone-and-iron/


万次郎 小樽市堺町2-15 休業 休業

俺のジンギスカンＧＫＳ 小樽市堺町3-23 休業 休業

にしん御殿小樽貴賓館（旧青山別邸） 小樽市祝津3丁目63 休業 休業

青塚食堂 小樽市祝津3丁目210 休業 休業

塩谷食堂　海坊's 小樽市塩谷1丁目31-29 休業 休業

店舗名 住所 営業時間 定休日

あさり家 小樽市朝里4丁目1-1

テラスブラッセリ―
小樽市築港11-3

グランドパーク小樽2階

TENGUU CAFÉ 小樽市最上2丁目16-15

柳助 小樽市花園1丁目5-3

味処　ほたる 小樽市花園1丁目7-7

マルカツ小樽水産 小樽市花園1丁目11-10

うなぎ　しおみ 小樽市花園3丁目1-7

くずし割烹　莟（つぼみ） 小樽市花園3丁目2-1

なんじゃもんじ屋
小樽市花園3丁目8-12

白樺ビル1F

オーセントホテル小樽 小樽市稲穂2丁目15-1

おたる大和家 小樽市稲穂3丁目4-11

小樽風道　市場食堂
小樽市稲穂3丁目10-16

三角市場内

さんかく亭
小樽市稲穂3丁目10-16

三角市場内

小樽海鮮丼ガンガン亭
小樽市稲穂3丁目11-2

小樽中央市場2棟

支那そば 愛幸 小樽市稲穂5丁目9-2

営業状況がわからない店舗

https://otarucci-takeout.jp/%e4%b8%87%e6%ac%a1%e9%83%8e/
https://otarucci-takeout.jp/%e4%bf%ba%e3%81%ae%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%ae%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%83%b3%ef%bd%87%ef%bd%8b%ef%bd%93/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%ab%e3%81%97%e3%82%93%e5%be%a1%e6%ae%bf%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e8%b2%b4%e8%b3%93%e9%a4%a8%ef%bc%88%e6%97%a7%e9%9d%92%e5%b1%b1%e5%88%a5%e9%82%b8%ef%bc%89/
https://otarucci-takeout.jp/%e9%9d%92%e5%a1%9a%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%a1%a9%e8%b0%b7%e9%a3%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e6%b5%b7%e5%9d%8as/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%82%e3%81%95%e3%82%8a%e5%ae%b6/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%aa%e3%83%bc/
https://otarucci-takeout.jp/tenguu-cafe/
https://otarucci-takeout.jp/%e6%9f%b3%e5%8a%a9/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%91%b3%e5%87%a6%e3%80%80%e3%81%bb%e3%81%9f%e3%82%8b/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%84%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%b0%b4%e7%94%a3/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%86%e3%81%aa%e3%81%8e%e3%80%80%e3%81%97%e3%81%8a%e3%81%bf/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8f%e3%81%9a%e3%81%97%e5%89%b2%e7%83%b9%e3%80%80%e8%8e%9f%ef%bc%88%e3%81%a4%e3%81%bc%e3%81%bf%ef%bc%89/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%98%e3%82%83%e3%82%82%e3%82%93%e3%81%98%e5%b1%8b/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e5%b0%8f%e6%a8%bd/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%8a%e3%81%9f%e3%82%8b%e5%a4%a7%e5%92%8c%e5%ae%b6/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e9%a2%a8%e9%81%93%e3%80%80%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%a3%9f%e5%a0%82/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%95%e3%82%93%e3%81%8b%e3%81%8f%e4%ba%ad/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%b5%b7%e9%ae%ae%e4%b8%bc-%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%b3%e4%ba%ad/
https://otarucci-takeout.jp/%e6%94%af%e9%82%a3%e3%81%9d%e3%81%b0-%e6%84%9b%e5%b9%b8/


小樽出抜小路　運河家 小樽市色内1丁目1-17

洋食屋マンジャーレＴＡＫＩＮＡＭＩ 小樽市色内2丁目1-16

小樽倉庫No,1 小樽市港町5-4

つぼ八小樽手宮店 小樽市錦町9-1

https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e5%87%ba%e6%8a%9c%e5%b0%8f%e8%b7%af%e3%80%80%e9%81%8b%e6%b2%b3%e5%ae%b6/
https://otarucci-takeout.jp/%e6%b4%8b%e9%a3%9f%e5%b1%8b%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%ac%ef%bd%94%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%89%ef%bd%8e%ef%bd%81%ef%bd%8d%ef%bd%89/
https://otarucci-takeout.jp/%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e5%80%89%e5%ba%abno1/
https://otarucci-takeout.jp/%e3%81%a4%e3%81%bc%e5%85%ab%e3%80%80%e5%b0%8f%e6%a8%bd%e6%89%8b%e5%ae%ae%e5%ba%97/

