
■ 3名以上10名未満の
　　　 団体利用の場合 15%引

※割引額上限1万円・100円未満は切り捨て

テイクアウトの割引上限は3万円

■ 10名以上の
　　　 団体利用の場合

※割引額上限3万円・100円未満は切り捨て
25%引

■ テイクアウトで
　 3,000円以上ご注文の場合 15%引

※100円未満は切り捨て

■ テイクアウトで
　 10,000円以上ご注文の場合

※100円未満は切り捨て
25%引

お店の雰囲気を
楽しみながら
食べたい！

こんな時だから
テイクアウトで
お店の味を楽しもう!!

守山市内の飲食店（裏面の登録店）にて
“団体（3名以上）で1万円以上の飲食” または
“3,000円以上のテイクアウト商品の購入”

をされますと、割引が受けられます。

３密を避けた市内飲食店利用推進事業とは

※タクシーによる守山グルメ
　配達事業と併用も可能です。

タクシー
テイクアウトが
便利!!

さらにおトクに制度改定! 店内利用に限らずさらにおトクに制度改定! 店内利用に限らず

お持ち帰りもオトクに!!お持ち帰りもオトクに!!

テイクアウトもOK!

■ 事業の目的　市内飲食店の３密を避けるための取組みと、市内飲食店の利用促進を両立する事を目的としています。
■ 事 業 概 要　1万円以上の飲食代金を伴う３名以上の団体利用のお客様、または3,000円以上テイクアウト商品を購入され

たお客様に対し、登録の飲食店が上記の割引を致します。

2/26から事業再開! 2/15から開始!!

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じて、事業を休止することがあります。



● 魚末 ☎077-582-2023
● 和 ダイニング しゅん ☎077-582-3195
● RiseVille 都賀山 ☎077-583-7181
● Hana Café ☎077-582-0115
● cafe Ponte/百味処住よし ☎077-583-7738
● 料亭 魚和 ☎077-582-2242
● 魚伊 ☎077-585-2691
● ちゃんこ北野 ☎077-583-8000
● えり市 ☎077-585-0012
 琵琶湖マリオットホテル ☎077-585-6100
● 鮨 ひら山 ☎077-581-8872
 和のほとり 忠兵衛 ☎077-598-1889
 HIKARI屋 ☎077-583-9215
 魚末寿し ☎077-582-2061
 焼肉海鮮炭火房わんさか ☎077-582-7774

 chika café ☎077-514-1244
● 平兵衛庵 ☎077-582-2949
 インドアジアダイニング ☎077-598-6128
● パインツリーたまがわ ☎077-585-0805
 旬菜 㐂よし ☎077-585-8828
 中華料理ポピー ☎077-582-2925
 インドアジアダイニング サンタ ☎077-585-9955
 わえん ☎077-582-8460
 セトレマリーナびわ湖 ☎077-585-1125
● ベーカリーレストランサンマルク 守山店 ☎077-581-1309
 えびす屋 ☎077-583-9001
● ラ・ベルヴィ ☎077-535-1974
● くいしん坊 ☎077-581-8009
● 良菜民酒 花螢 ☎077-582-6466
● かど脇 ☎077-582-7331

 粋造処わをん ☎077-582-6030
 鶏料理 笑い屋 ☎077-599-5865
 平井亭 ☎077-582-2305
 串居酒屋 宝串 ☎077-599-1039
 魚丸 ☎077-596-5999
● 守勝 ☎077-583-3845
● 近江牛 OKAKI 守山店 ☎077-514-0329
● 滋賀や ☎077-582-0100
 Café je Jardin ☎077-514-0730
 Café 湖庵 ☎077-581-3757
 川端 ☎077-582-3093
 そらいろ ☎077-583-8797
 お食事処 夕鶴 ☎077-583-3737
● Turuno Omotenasi ☎077-596-5774

登録店舗
検索はこちら

●印は、テイクアウト対象店舗です。グルメタクシーをご利用の場合は登録店舗にご相談ください（ご利用頂けない場合もございます）。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては事業を休止または中止する場合がございます。
※登録店舗は随時更新しています。詳しくはHPをご覧ください。 ※2月26日現在

3密対応飲食店一覧

GoToEat や、その他の商品券との併用が可能です。
（店舗によっては利用できない場合がありますので個別にご確認ください）

守山商工会議所ホームページ　http://moriyama-cci.or.jp/3mitsu-eat/entry.html

お問い合わせ　守山商工会議所 〒524-0021 守山市吉身3丁目11-43
TEL 077-582-2425

10,000円以上の
お料理なら

宅配料
無料!!

利用者が支払う宅配料の上限額 1,500円1,000円宅配料無料！

タクシー会社の負担額 宅配料が3,000円以上になる場合は超過分をタクシー会社が負担

宅配料の助成金上限額 1,500円2,000円3,000円

宅配料の助成率 α円 × 1/2α円 × 2/3α円 × 3/3

タクシー運賃（メーター）表示 α円（上限3,000円）

注文料理代金 ❸3,000円以上、5,000円未満❷5,000円以上、1万円未満❶1万円以上

■ 具体的な利用例

※宅配料（タクシー運賃）が3,000円を超える分は、タクシー会社が負担。

宅配料が助成の対象となる
料理等のご注文金額は、
3,000円以上の場合です。

【配達範囲】
守山市内

助成対象区分

ご注文料理代金

助成率

タクシー運賃（メーター表示）

タクシー宅配料の助成額

利用者が支払う宅配料

タクシー会社が負担

B

A

C

D

E

F

G

12,000円 8,000円 4,000円 2,000円

❶1万円以上の区分 ❷5,000円以上、1万円未満の区分 ❸3,000円以上、5,000円未満の区分 3,000円未満

3/3 2/3 1/2 なし

1,500円 1,500円 1,500円 1,500円
1,500×3/3
=1,500円 対象外

1,500円

─ ─ ─

4,000円 4,000円 4,000円

無料 500円 750円無料 1,000円
（支払い上限額）

1,500円
（支払い上限額）

1,000円 1,000円 1,000円 ─

1,500円
おトク！

4,000円
おトク！

1,000円
おトク！

3,000円
おトク！

750円
おトク！

2,500円
おトク！

3,000×3/3
=3,000円

1,500×2/3
=1,000円

3,000×2/3
=2,000円

1,500×1/2
=750円

3,000×1/2
=1,500円

■ 配達イメージ図

① 商品注文

④ 配送

⑤ 料理代金・宅配料

③ 商品受取＋
　 料理代立替

② 配送依頼

タクシー事業者利用者（個人宅・会社等）

利用いただける
店舗については
守山商工会議所
のホームページ
をご覧ください。

テイクアウトは
タクシーご利用がおトク！
テイクアウトは
タクシーご利用がおトク！

【宅配ご利用時間】
10:00～20:00
お届け希望の3時間前までに

ご連絡ください。
ただし、注文期日は店によって

異なりますので
各店舗にご確認ください。

守山市内の
飲食店で注文しよう


