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吹田のテイクアウト情報を集めました。

続きます

店名 メニュー 住所

北千里・南千里・桃山台

ALOHA cafe restaurant 
Pineapple

ロコモコ、ハン
バーガーなど

古江台4-4-119

すし丼 万一 北千里店 寿司 古江台4-2-119

千里一番だごや 弁当 古江台4-2-21

PIZZERIA CALORE（カ
ローレ）

ピザ 佐竹台2-5-13

おぼや 焼肉丼 千里山竹園2-25-5

バードツリー ピザ、パスタ 津雲台1-3-5

山田・千里丘・万博公園

炭火焼き鳥 鳥作 鶏料理の弁当 樫切山18-2 1F

すし智 寿司 樫切山18-8

ジーカフェ 弁当いろいろ 樫切山19-41

和食 英（ヒデ） 弁当 山田市場1-4

intime（アンティム） フレンチ 山田西2-1-6

華nois 中華 山田西2-1-6

肉の専門店 たか橋 山田店 焼肉弁当 山田西2-6-2

フリアンディーズ＆
ドゥドゥ

キッシュ 山田西3-57-18

FOREST KITCHEN ピザ 山田西4-2-18

中国料理 温故知新 中華 山田東1-2-16

中乃屋
ステーキ&
焼肉弁当

山田東1-9-1

地酒と銀シャリ
一夜干し商店

弁当 山田東2-24-9

kawakami coffee roaster サンドイッチ 山田東4-11-15

店名 メニュー 住所

山田・千里丘・万博公園（続き）

ARAUndCAFE
（アラウンドカフェ）

弁当 山田東4-41-A107

磯一 山田店 弁当 山田東4-1-9

寿司の刻 漁匠 寿司 山田南30-12

PUJA吹田 カレー 山田南30-15

欧和食・鉄板焼 Nakagawa 弁当 長野東18-4

天ぷら ささき 天丼 長野東18-4

cafe may ランチボックス
摂津市千里丘1-11-
33-201

居酒屋小時 千里丘店 弁当 摂津市千里丘1-8-4

石窯料理とアンティーク
Cotton

ピザ 摂津市千里丘1-7-10

NEW麺・丼の食事処 躍起 弁当 摂津市千里丘2-1

KOMOLEBI カレー
摂津市千里丘東3-8-
13

佐井寺・五月が丘

だし自慢うどん屋柏本 うどん 五月が丘東13-18

創作中国菜 桃花 中華弁当 五月が丘東13-2

料理とお酒 晴ル 弁当 五月が丘東13-3

音Cafe KARAKARA 弁当など 五月が丘東9-9

魚バル眞 弁当 佐井寺2-18-18

Onishisantoko
（オオニシサントコ）

弁当 上山手町1-5

Organic Kitchen Anatelier 弁当 上山手町63-15
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店名 メニュー 住所

千里山・関大前・緑地公園

来来亭 関大前店
ラーメン、
ギョーザなど

円山町6-26

ハレイロ サンドイッチ 円山町6-30

器酒亭（キッシュ亭）
キッシュ、カレー
など

山手町2-7-7

串カツSHIRASU 串カツ 千里山西1-15-34

レコンフォルテ フレンチ 千里山西1-37-1

きゃべつはうす お好み焼き 千里山西2-5-9

鴨と醸し 鼓道 親子丼 千里山西4-37-3

BRASSERIE MOJA
（ブラッスリーモジャ）

弁当、アラカルト 千里山西4-9-27

ちゃんこ鍋 時つ 弁当、ちゃんこ鍋 千里山西6-32-5

かん吉 お好み焼き 千里山西6-60-9

ひつじ舎 カレー 千里山竹園1-24-3-2

バルベラ イタリアン 千里山東1-10-1

CAPE COD
（ケープコッド）

洋食、ピザ、
パスタ、カレー

千里山東1-10-4

Cafe mogu mogu 洋食 千里山東1-11-17

笑顔ノキラメキ カレー 千里山東1-16-8

COHAMA イタリアン 千里山東1-17-48

cafe guerilla
（カフェ ゲリラ）

弁当 千里山東1-9-16

和風居酒屋 すっぽん 弁当 千里山東2-21-31

岸辺・原町

キッチンKENTO 弁当 岸部新町5

来来亭 岸部店
ラーメン、ギョー
ザなど

岸部中4-6-9

ぶたたまや
お好み焼き、鉄板
焼き

岸部中4-8-32

CAFE DI ESPRESSO
珈琲館 岸辺店

ドリンク 岸部南1-13-1

ラーメン工藤 焼き豚 岸部南1-24-8

かもん 弁当
岸部南2-2-15
サンハイツ岸辺 1F

和牛焼肉 だいこく家 吹田
岸辺店

焼肉弁当 岸部北3-6-32

食堂カフェpotto × タニタ
カフェ 吹田紫金山公園店

弁当 岸部北4-15-2

味の味料理 co.やんて 弁当 岸部北5-12-13

あい鶏 弁当いろいろ 原町4-23-9

中津からあげ総本家もり山
吹田店

唐揚げ弁当 原町4-6-17

JR吹田 北口方面

南大門 焼肉弁当 天道町15-6

第一楼 中華 片山町1-1-1

麺屋 柊助 まぜそば、弁当 片山町1-3-5

元屋 和食 片山町2-11-70

オム＆デリ ファクトリー プレート 片山町2-4-1

DIP RASNA 吹田店 カレー 片山町3-18-1

店名 メニュー 住所

JR吹田 中央口/南口方面・阪急吹田

みつば屋 いか焼き 元町12-9

鉄板ぐりるをかし 弁当 元町4-10

エペ クープ
とんかつ弁当、
カツサンド

元町5-5

旬屋じょう崎 松花堂弁当 元町6-3

とり信 焼鳥弁当など 元町7-14

元町カレー カレー 元町7-16

居酒屋 勝真 弁当、てっちり鍋 元町7-4

野口製麺所 うどん 高浜町7-9

Sans-souci（サンスーシ） フレンチ 高浜町9-2

Uno a otro
（ウノアオトロ）

弁当 寿町1-6-7

立ち呑みななを 弁当 寿町1-1-2

奄人（あまみんちゅう） 弁当 寿町1-3-20

LONGA DESEO 2018 イタリアン 寿町1-4-26

コトブキカレー カレー 寿町2-4-10

ななまる食堂 弁当 泉町1-12-3

TigerCocco 弁当 泉町5-1-43

トラットリアキッコ イタリアン 朝日町17-18

食彩酒家びーわん 弁当 朝日町2-2

MESON Hasta Manana
(メソン アスタマニャーナ)

スペイン料理 朝日町25-1

PRIMAVERA
（プリマヴェーラ）

イタリアン 内本町1-21-12

あじむどり 吹田内本町店 弁当、唐揚げ 内本町1-22-12

イタリア酒場 BAR ZINHO
（バールジーニョ）

日替わり、前菜な
ど

内本町1-23-7

鮨こにし 寿司 内本町2-1-10

シェフのハンバーグ ハンバーグ 内本町2-2-8

zutto coffee カレー 内本町3-24-17

江坂駅東側・豊津・南吹田

お好み焼工房
とん鉄 江坂店

お好み焼き 広芝町4-32

江坂海鮮食堂おーうえすと 弁当 広芝町9-31

チャイニーズキッチン
クーロン

中華弁当 江坂町1-12-1

サル・ベーコン ソーセージなど 江坂町1-18-18

Beer & Cafe Hafen
フィッシュ＆チッ
プス、おつまみな
ど

江坂町1-20-32

街の肉バル Buff 江坂店
ハンバーグ、ス
テーキ

江坂町1-22-10

敦煌 江坂店 弁当 江坂町1-22-12

華や 江坂店（臨時休業） 中華弁当 江坂町1-23-17

PIZZERIA&BA
girasole RICCO
（ジラソーレ リッコ）

ピザ、イタリアン 江坂町1-23-32

おちば屋 串セットなど 江坂町1-23-33

今日しかない 江坂店 居酒屋メニュー 江坂町1-23-33
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• Twitter、Instagram、Facebookなどを中心に情報を収集し、テイクアウトのメ
ニューを提供するお店の情報を掲載してます。状況により掲載を削除させていた
だく場合があります。

• テイクアウトメニューは数量限定、提供日限定だったり、予約が必要だったり、
提供が終了されていたりする場合があります。

• 新型コロナウイルスの感染拡大の防止を第一に、不要不急の外出となるような訪
問は避けてください。

• 吹田のテイクアウト情報 “suita to go” 「吹田 ツー・ゴー」：”to go”は英語
でお持ち帰りのことです。

2020年5月16日現在の情報です。

店名 メニュー 住所

江坂駅東側・豊津・南吹田（続き）

からあげ専門店FUJI からあげ 垂水町1-1 29-19

パインズ ハート 弁当 垂水町1-40-5

Café＆Bal Magis 弁当など 垂水町3-10-20

紅葉庵 うどん 垂水町3-18-7

Cafe Eight サンドイッチ 垂水町3-24-14

麺魂 江坂本店
まぜそば、弁当、
丼

垂水町3-24-14

壺天 江坂店本店 串かつ 垂水町3-9-10

焼鳥YUTAKA 弁当 南金田2-14-28

マワリテメクル ホットドッグ 南吹田2-16

野菜カフェ ポーノ 定食など 南吹田5-24-5

江坂駅西側・豊津町・江の木町

Volare （ヴォラーレ） イタリアン 江の木町14-9

Wine Bar Kölsch
アラカルト、
サンドイッチ

江の木町16-33

南国飯店ぬまや～ 沖縄料理 江の木町17-20-105

海鮮処 はまとら 弁当 江の木町17-37

酒と肴 カキツバタ 総菜盛り合わせ 江の木町2-15

江坂 酒友 総菜、酒 江の木町2-20

Campanio
（カンパーニオ）

サンドイッチ 江の木町2-26

ラッポルティ イタリアン 江の木町2-32

ぎょうざの満洲 江坂工場直
売店

中華、餃子 江の木町27-16

魚座 沖のや 弁当、寿司 江の木町3-11

おばんざいとお酒 うきわ お弁当 江の木町3-11

焼肉処 哲 焼肉弁当 江の木町3-11

一級 江坂本店 もつ鍋 江の木町8-12

炭火焼鳥喜心 江坂店（キゴ
コロ）

弁当 江の木町8-27

レストランPalette 総菜 江坂町2-1-63

肉バル AUGUS ステーキなど 豊津町10-11

鶴兆 江坂店 焼肉定食 豊津町13-2

九州ラーメン黒兵衛 江坂店 弁当 豊津町14-31

Pizzeria e Osteria Codino
（ピッツェリア エ オステ
リア コディーノ）

ピザ 豊津町1-46

www.suitaweb.net/to-go

最新の情報、お店の地図、お店の掲載依頼など、

詳しくはWeb版の suita to go へアクセス！

店名 メニュー 住所

江坂駅西側・豊津町・江の木町（続き）

磯一 江坂店 握り、一品料理 豊津町15-17

New’S’ café 弁当、カルビ丼 豊津町16-20

ほっこり おばんざい 豊津町16-21

らーめん鱗 江坂店 ラーメン 豊津町16-5

DONBURI ASADA どんぶり 豊津町17-24

焼肉あさだ 焼肉弁当 豊津町17-24

au garage 
（オーガラージュ）

フレンチ、パン 豊津町18-1

お弁当物語江坂店 弁当 豊津町2-1

Esaka’s Italian OKAMU イタリアン 豊津町23-5

魚介スタンドPOLPO 弁当 豊津町5-28

大衆魚酒場 こばやし 弁当 豊津町9-15

もんじゃ 串カツ ひまわり
江坂駅店

唐揚げ、串カツ 豊津町9-15

大同門 江坂店 焼肉弁当 豊津町9-22

目利きの銀次 江坂駅前店
どんぶり、
おつまみ

豊津町9-22
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