
店名 がなはん善　下館駅前店

住所 丙210-28

電話/FAX TEL:47-3639

定休日 不定休 電話で御注文は随時承ります。

宅配 なし https://ganahan.com/

店名 篠崎精肉店

住所 下川島762

電話/FAX TEL:28-3435　FAX:28-3435

定休日 日曜日

宅配 なし

店名 ナチュラルセンスいのせ

住所 伊佐山125

電話/FAX TEL:28-0400

定休日 不定休

宅配 要相談 https://tabelog.com/ibaraki/A0806/A080602/8001180/dtlphotolst/1/smp2/?mode=owner

店名 旬彩　心酔

住所 丙143-2

電話/FAX TEL:49-6547

定休日 水曜日

宅配 なし

〇日替りおつまみ　\1,000～

〇串揚げ盛り合せ　\1,000～

営業時間 17:00～23:00

がなはん善　下館駅前店【沖縄料理】
〇当店メニューのテイクアウト、おつまみセットな

ど　　　　　おかづの沖縄料理盛り合せ\2,000円～

営業時間
月～土 11:30～14:00

月～土 17:00～23:00

旬彩　心酔【和食】

〇洋中こだわりオードブル(全６品)５名様分\5,940

税込

〇エビチリと焼餃子のセット(４人前)\2,860税込

営業時間 11:00～14:00　　17:30～21:00
電話にて予約してください。「食べログ・ナチュラ

ルセンスいのせ」で！

ナチュラルセンス　いのせ【洋食・中華】

篠崎精肉店【弁当】
〇とんかつ弁当\700

国産豚ロースを使用

〇からあげ弁当\520

国産鶏もも肉を使用
営業時間 ＡＭ 10:00～PM6:30

月～土ALL\500弁当６種類

・ｺﾞｰﾔｰﾁｬﾝﾌﾟﾙ丼・ﾌｰﾁｬﾝﾌﾟﾙ丼・ﾎﾟｰｸ玉子丼・ﾗﾌﾃｲ

丼、沖縄ちゃんぽん丼・からあげ丼

https://ganahan.com/
https://tabelog.com/ibaraki/A0806/A080602/8001180/dtlphotolst/1/smp2/?mode=owner


店名 居酒屋 天城

住所 丙210-36

電話/FAX TEL:48-8896

定休日 日曜日

宅配 なし

店名 炭火屋 せがれ

住所 玉戸2979-3 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ玉戸1 C-D

電話/FAX TEL:48-6277

定休日 月曜日

宅配 要相談

店名 中国料理 玉龍

住所 丙102-1

電話/FAX TEL:22-7000

定休日 月曜日、日曜日ディナーは予約制

宅配 あり https://yu-long.jp

店名 鉄板酒房 とどろき

住所 玉戸1053-39

電話/FAX TEL:28-6668

定休日 火曜日

宅配 なし

居酒屋　天城【和食】

〇炭火やきとり盛り合わせ　〇晩酌おばんさい各

種・炭焼きチーズ盛り合わせ　・酒肴盛り合わせ等

〇炭火屋せがれのやきとり重弁当\1,500

営業時間 18:00～23:30

炭火屋　せがれ【和食・弁当】

ドライブスルー店に着いたらTEL下さい。

電話でご予約承ります。

〇日替りオードブル　\1,000～

〇馬刺し　\750

営業時間 17:00～22:00
・電話で予約承ります。

・前日までにご予約ください。

電話予約ですとスムーズです

鉄板酒房　とどろき

たまごﾁｬｰﾊﾝ＆おかずｾｯﾄ ちくぐるめでおなじみ！

〇エビチリ炒飯\700

〇青椒肉絲炒飯\700

営業時間
11:30～14:00ラストオーダー

17:30～21:30ラストオーダー その他、中華オードブル・単品料理等ご注文承りま

す。お電話おまちしております。

中国料理　玉龍【中華】

〇広島流おこのみやき\680

〇味つきぎょうざ\380　味をねりこんであるのでそ

のまま食べて!!
営業時間 18:00～24:00

https://yu-long.jp/


店名 ㈲ミーとショップ大嶋屋

住所 乙846

電話/FAX TEL:22-3413　FAX:22-3319

定休日 日曜日

宅配 なし

店名 ダイヤモンドホール

住所 玉戸1053-4

電話/FAX TEL:28-8511　FAX:28-8533

定休日 年中無休

宅配 あり info@s-diamondhall.co.jp

店名 レストラン　サン・ビオラ

住所 二木成1396

電話/FAX TEL:24-8820

定休日 不定休

宅配 条件によってあり http://sunviola.com/

店名 庄や下館店

住所 丙210-21　大島ビル1,2階

電話/FAX TEL:25-7371　FAX25-7372

定休日 なし

宅配 なし

レストラン　サン・ビオラ【洋食・弁当】

〇中華DIA BOX \1,500　シェフ特製かに肉入り黄金

チャーハンと中華の人気メニューが入ったお弁当

〇35品目弁当 \2,000　20種類以上の野菜・果物の

入った医師監修のお弁当
営業時間 10:00～19:00

電話でのご予約承ります。2,000円以上で配達いたし

ます。

ダイヤモンドホール【和食・洋食・中華・弁当】

〇せっちゃんメンチ　１個\172（税込み）

〇親鶏チャーシュー　１パック\500（税込み）

営業時間 09:00～18:30

せっちゃんメンチ１日限定 本気の200個

㈲ミーとショップ大嶋屋

〇煮込み350円　名物 じっくり煮込んで旨み凝縮

〇細巻き三種盛り600円

営業時間 日・祝17:00～23:00、月～土17:30～23:30
・営業時間帯ならいつでも電話にて承ります

・手づくりの味をご家庭で!!

庄や　下館店【和食】

〇一番人気 定番弁当 \1,080より

※３個より調理いたします。

〇オムライス \980（税抜）

営業時間 11:00～L.O21:00、close21:30
・電話で承ります。お弁当は前日までにご予約下さ

い。

mailto:info@s-diamondhall.co.jp
http://sunviola.com/


店名 洋菓子店　㈲緑花館

住所 岡芹1011-4

電話/FAX TEL/FAX 22-7774

定休日 水曜日　月末火曜日１回休み

宅配 なし

店名 めし処　よこた

住所 嘉家佐和2630-6

電話/FAX TEL:24-6726

定休日 月曜日

宅配 なし

店名 すし大

住所 下中山584-4

電話/FAX TEL:22-3910

定休日 火曜日

宅配 あり https://www.sushidai0348.com/

店名 トラットリア　リョウゴク

住所 丙209-13

電話/FAX TEL:54-4090

定休日 水曜日

宅配 なし www.ryou59.com/trattoria/

洋菓子店　㈲緑花館【スイーツ】

すし大【和食】

〇お弁当600円～

〇オードブル2,000円～

営業時間 11:30～14:00、17:00～21:00
・電話で予約承ります。

・前日までにご予約ください

めし処　よこた【和食】

〇イチゴのデコレーション４号　2,060円

〇イチゴのデコレーション５号　2,800円

営業時間 9:30～18:00
・当日12:00までに電話注文してその日の3:00より出

来ます

〇サラダ、前菜セット \1,000-

〇サラダセット \1,000-

営業時間 11:30～14:00(LO)　17:00～21:30(LO)

トラットリアリョウゴク【洋食】

〇にぎり寿司・海鮮丼\900～ 新鮮魚介のお寿司。

〇出し巻き玉子サンド\500 寿司屋の玉子焼きを使っ

た当店の人気メニュー。
営業時間 ランチ11:30～14:00　ディナー17:00～22:00

・出前は２人前からお届けいたします。

・玉子サンドはテイクアウト、お店のみです。購入

者にはお店で使える\500分の金券プレゼント中!

https://www.sushidai0348.com/
http://www.ryou59.com/trattoria/


店名 ホテルニューつたや

住所 乙907-1

電話/FAX
TEL:24-4646(つっくん弁当）

TEL:24-8181/FAX24-7967

定休日 なし

宅配 あり http://www.new-tsutaya.com/

店名 めん屋みやび

住所 神分771-1

電話/FAX TEL:47-5443

定休日 不定休

宅配 あり

店名 喜作鮨

住所 丙219

電話/FAX TEL:22-3967

定休日 水曜日

宅配 あり

店名 森永牛乳　川島ミルクセンター

住所 伊佐山160-11

電話/FAX TEL:28-0567

定休日 日曜日

宅配 あり

ホテルニューつたや【弁当】

森永牛乳　川島ミルクセンター

森永の「健康サポート牛乳・ヨーグルト」を宅配します！

・新発売！手洗い、うがい、「カラダ強くするヨーグルト」

・長期保存豆腐「森永とうふ」
営業時間 9:00～18:00

玄関先まで「健康」をお届けします！

(月～金　平日)お昼の日替り弁当 400円、500円

(ホテルのお弁当)1,500円～（５個以上配達可）

営業時間 配達時間(11:00～18:00)　要相談
お昼の400円～のお弁当は当日でも可（9:30まで）

ホテルのお弁当は2～3日前のご予約お願いします。

めん屋みやび

まぜそば \600　今年の当店１番人気メニュー

焼ギョウザ(6コ) \400　豚肉たっぷり手作り餃子

営業時間 11:30～15:00/18:00～23:00

電話でご予約承ります

喜作鮨【和食】

うな重 \1,200～　蒸し焼きでやわらかい

ちらし \1,000～

営業時間 10:00～21:00
ごはんの大盛無料で変更ＯＫ

電話・ＦＡＸでご予約承ります

http://www.new-tsutaya.com/


店名 創作酒房 炭火よいや彩

住所 玉戸1080-4

電話/FAX TEL:28-6434

定休日 月曜日

宅配 なし http://www.instagram.com/yoiyasa.0310

店名 フライングガーデン下館店

住所 西谷貝456-3

電話/FAX TEL:23-2211

定休日 無休

宅配 なし http://www.fgarden.co.jp/

店名 しまや寿司

住所 八田732

電話/FAX TEL:24-1683

定休日 水曜日

宅配 要相談

店名 二葉ごはん・二葉じかん

住所 岡芹899-6

電話/FAX TEL:22-3998

定休日 水曜日、火曜日の夜

宅配 なし http://futaba-gohan-jikan.net

創作酒房 炭火よいや彩【和食】

・ワンコイン弁当\500- 日替わりのお得なお弁当!!

・宅呑みset １人前\500-居酒屋の味をお家で!!

営業時間
ランチ　11:00～14:00（13：30ＬＯ）

ディナー　17：00～23：00（23：30ＬＯ） お電話で御予約承ります。

オードブルの御注文の際は前日までにご予約下さ

フライングガーデン下館店【洋食】
和風ハンバーグ弁当 \935(込)

大根おろしと和風ソースをかけた人気のメニューです。

若鶏のうまいうまい焼き弁当 \869(込)

秘伝のゴマだれが香るメニューです。
営業時間 11:00～22:00 ラストオーダー21:30

お気軽にお電話にてお問い合わせ下さい。

しまや寿司【和食】

並すしちらし　1,100円

上すしちらし　1,600円

営業時間
昼　11:30～15:00

夜　17:00～21:00
お電話でご予約承ります。

二葉ごはん・二葉じかん【和食・スイーツ・弁当】

チキン南蛮定食　\1,200-

ボルシチ定食　\1,450-

営業時間
11:00～14:00／17:00～20:00　※現在は、ごは

ん・じかん合同営業で11:30～20:00です
お弁当、お持ち帰り、ご予約承ります。

http://www.instagram.com/yoiyasa.0310
http://www.fgarden.co.jp/
http://futaba-gohan-jikan.net/


店名 にしのわびさび

住所 玉戸1065-14

電話/FAX TEL:48-9592

定休日 月曜日

宅配 なし https://nishinowabisabi.com/

店名 食の蔵　荒為

住所 甲929

電話/FAX TEL:21-1357　FAX:21-1356

定休日 月曜日　他不定休

宅配 なし

店名 序居のざわ(ｼﾞｮｲﾉｻﾞﾜ)

住所 丙207

電話/FAX TEL:22-2555

定休日 不定休

宅配 応相談 http://www.joynozawa.com/yakusoku.html

店名 うなぎ割烹 松乃家

住所 下野殿823-2

電話/FAX TEL:24-2562

定休日 火曜日

宅配 なし

うなぎ割烹 松乃家【和食】

うな重(梅)-3,000円（税込3,240円）

うな重(松)-4,400円（税込4,752円）

営業時間
ひる11:30～14:30

よる17:00～20:00
電話で予約承ります

にしのわびさび【和食・弁当】

日替り弁当　600円

丼物　各600円

営業時間 17:00～24:00
お電話の御予約前日から承ります。当日ＡＭ10：00～お受

けいたします。オードブルの御注文も承ります。

食の蔵　荒為【和食】

会席弁当　￥2,160

会席弁当　￥3,240

営業時間
昼　11：30～14：30

夜　17:30～22:00 電話で予約承ります。

前日までにご予約ください。

序居のざわ(ｼﾞｮｲﾉｻﾞﾜ)【和食・洋食・中華・弁当】
和風ハンバーグor生姜焼き弁当（海老フライ・唐揚

げ・煮物・サラダ付）各1,000円（税込）

序居のざわおまかせ弁当（当店人気 和洋中 盛合せ）

1,300円（税込）
営業時間 11:30～22:00

お持ち帰りは、前注文がおすすめ！

https://nishinowabisabi.com/
http://www.joynozawa.com/yakusoku.html


店名 旬菜炭火焼 浪漫亭

住所 二木成1405

電話/FAX TEL:25-4477

定休日 日・祝日

宅配

店名 キッチン マンヨシ

住所 丙143-9

電話/FAX TEL:24-0002

定休日 日曜日・祝日

宅配

店名 そば　つけそば　大山

住所 伊讃美722-5

電話/FAX TEL:48-8277

定休日 火曜日

宅配 あり

店名 就労支援サービス　イマココ

住所 茂田1773-7

電話/FAX TEL:54-5474/FAX:54-5484

定休日 土日、祝日、夏季(8/13～8/16)年末年始(12/29～1/4)

宅配 あり http://imacoco.or.jp/

キッチン マンヨシ【洋食】

レバフライ　１本150円

オムライス\850／ハンバーグライ950円

営業時間 11:30～14:00　17:00～20:00

電話予約承ります

そば　つけそば　大山【和食】
カツ丼　￥1,000

当店自慢のダシと奥久慈卵使用

ミックス丼　￥1,500

特大エビ１本とその日のお勧め天ぷらがのった天丼
営業時間 11:30～14:00　17:30～20:30

電話にてご予約お願いします。店舗・予約状況によりお時

間をいただく場合があります。

就労支援サービス イマココ【弁当】
唐あげ弁当\500-

ボリュームたっぷりな唐あげ弁当です。

日替り弁当\500-

営業時間 11:00～13:30
福祉事務所の活動の一環でお弁当を作っております。

食数に限りがありますので、電話での予約をおススメ致し

ます

旬菜炭火焼 浪漫亭【和食】

昼　牛すじカレー　焼とりどん

夜　牛すじ煮込豆腐　串焼（炭火で焼いてます。）

営業時間
ランチ11:30～14:30　夜17:00～22:00（21:00

ラストオーダー）ごはんなくなり次第終了

http://imacoco.or.jp/


店名 食彩酒家 やまき

住所 丙261

電話/FAX TEL:22-3059/090-4223-4742

定休日 日曜日

宅配 あり

店名 きくいち

住所 丙58-7

電話/FAX TEL:24-5239

定休日 日曜日

宅配 なし

店名 パン工房しらとり上平塚店　ＣＡＦＥラパン

住所 上平塚591-1

電話/FAX TEL:45-8085

定休日 月曜日　※月曜日が祝日の場合、火曜日

宅配 なし

店名 らーめん壱番亭 下館店

住所 下岡崎3丁目1-1

電話/FAX TEL:25-2914

定休日 なし

宅配 なし https://www.ichibantei-g.com/corporate/

食彩酒家 やまき【和食・洋食・弁当】

カツ丼 \880- 創業以来の人気メニュー

チキン南蛮弁当 \700- ボリューム満点!!

営業時間 11:30～14:00　　17:30～23:00
電話にて予約承ります。おもてなし弁当、会議用弁当も

\1,000-～承ります。前日予約でお願いします。

きくいち【和食】
川エビの唐揚げ　程よい塩加減で、おつまみにピッ

タリ! \480-

たいかぶとと塩焼き　数量限定！早いもの勝ち

\650-
営業時間 11:45～14:00　　17:30～20:00

店内メニューのお持ち帰り承っております。店頭又は電話

でのご予約承ります。

パン工房しらとり上平塚店　ＣＡＦＥラパン【軽食・スイーツ・弁当】

唐揚弁当　￥500（税込）

海老フライ弁当　￥800（税込）

営業時間 10：00～18：00
・お弁当の注文は15時まで

※その他ピザのテイクアウトの行っています。

※サンドウィッチやオードブルもあります。

らーめん壱番亭 下館店

チャーシュー丼\600(税別)

からあげ丼\600(税別)

営業時間
平日11:30～24:00(LO23:30)

土日祝11:00～24:00(LO23:30) 〇営業時間内いつでも御注文承ります

〇一品料理も多数御用意しております

https://www.ichibantei-g.com/corporate/


店名 らーめん壱番亭 岩瀬店

住所 桜川市上野原地新田148-2

電話/FAX TEL:0296-75-1347

定休日 なし

宅配 なし https://www.ichibantei-g.com/corporate/

店名 らーめん壱番亭 二宮店

住所 栃木県久下田西5-7

電話/FAX TEL:0285-74-3161

定休日 なし

宅配 なし

店名 ラーメン香月

住所 二木成1820

電話/FAX TEL:25-7775

定休日 毎週火曜日　第1、3水曜日

宅配 なし

店名 ミルクボックス

住所 丙132-8

電話/FAX TEL:24-0839

定休日 不定休

宅配 なし

らーめん壱番亭 岩瀬店

からあげ丼\600(税別)

パーコー丼\700(税別)

営業時間
平日11:30～24:00(LO23:30)

土日祝11:00～24:00(LO23:30) 〇営業時間内いつでも御注文承ります

〇一品料理も多数御用意しております

らーめん壱番亭 二宮店

チャーシュー丼　￥550

※自家製チャーシューを使用したオリジナル弁当

営業時間 11:00～23:00

電話で予約承ります。（10個ご注文は宅配します）

ミルクボックス【軽食】
エビピラフorパスタのランチボックス(サラダ付)

￥850（税込）

人気メニューのしょうが焼弁当　￥900（税込）

営業時間 11:30～14:30　　17:30～22:00
お電話でご予約承ります。

ランチタイム時受取のご予約は2時までにお願いします。

ラーメン香月【中華】

ラーメン生麺、温麺　￥780円

焼餃子　５ケ ￥450円　３ケ ￥320円

営業時間 11:30～14:30　　17:00～20:30

電話で予約承ります。

https://www.ichibantei-g.com/corporate/


店名 さかえ屋食堂

住所 外塚588

電話/FAX TEL:22-4854

定休日 日曜日

宅配 なし

店名 四季料理あきよし

住所 玉戸1270-543

電話/FAX TEL:25-3114

定休日 不定休

宅配 あり

店名 舞麟亭（まいりんてい）

住所 乙1169

電話/FAX TEL:57-3359　FAX:57-5538

定休日 不定休

宅配 あり

店名 京せん(海鮮和食)

住所 一本松1524-2

電話/FAX TEL:25-1439

定休日 水曜日

宅配 あり

京せん(海鮮和食)【和食】

各種弁当、オードブル、刺身盛合せ

その他店舗メニューより

営業時間 AM11:00～PM2:00　PM5:00～PM8:00
各種ちらし丼、前日予約承ります。

配達等お問合せ下さい。

さかえ屋食堂【弁当】

特製とり皮めし　￥600

オムライス　￥800

営業時間 11:00～14:30　　17:00～22:00
電話で予約承ります。

前日での予約がスムーズです。

四季料理あきよし【和食】

とり唐揚げ弁当　￥500　（味噌汁付）

ハンバーグ弁当　￥500　（味噌汁付）

営業時間 18:00～24:00
電話で予約承ります。

予算に応じてオードブル、刺身盛り合わせ作ります。

舞麟亭（まいりんてい）【和食】・【弁当】
まぐろ丼　￥1,000（配達）

天丼　￥800（配達）

全品テイクアウトならば￥100引きです。

舞麟亭の味をご家庭で、職場でお楽しみください。
営業時間 8:00～17:00

電話で予約承ります。予約電話は蓮華にて承ります。

テイクアウトは舞麟亭までお越しください。



店名 甘茶や彩

住所 菅谷1692

電話/FAX TEL:25-3128

定休日 月曜日

宅配 なし

店名 ヤキトリ　福ちゃん

住所 丙93

電話/FAX TEL:25-1084

定休日 土日祝日

宅配 なし

店名 焼きそば処　はちのす

住所 乙564

電話/FAX TEL:25-0751

定休日 不定休

宅配 あり（1,000円以上）

店名 スーツ・クッテ

住所 外塚628

電話/FAX TEL:25-1378

定休日 火曜日・日曜日

宅配 なし

スーツ・クッテ【弁当】
・キャベツと小柱の塩パスタジェノバ風味750円（税

込）

・鶏もも肉のチーズオーブン焼き弁当850円（税込）

他メニューございます。
営業時間 11:30～14:00

当日電話予約が必要です。注文am9:30～pm1:30/引渡し

am11:30～pm2:30/数に限りがあります。お早めにご注文

下さい

焼きそば処　はちのす【和食】
焼きそばランチ　￥500（税込）

（焼きそば、おいなり、いもフライ、目玉焼き）

肉入り焼きそば　￥500（税込）

　セイロで蒸した昔ながらの絶品焼きそば
営業時間 10:00～18:00

電話で予約承ります。

甘茶や彩【軽食・スイーツ】
特製皿うどん　￥680

魚介や野菜がたっぷり入ったオリジナル焼うどん

ビビンバナムル巻き　￥400

具材がいっぱい入った太巻きです
営業時間 AM10:00～PM9:00

ヤキトリ　福ちゃん【和食】

・かしら串　・焼きとり

１本100円（塩、タレ、にんにく）

営業時間 17:00～20:00(売切次第終了)注文受付12：00～

その他たくさんのメニューがあります。

電話で予約承ります

タピオカやシェイクなどドリンクメニューも豊富



店名 そば・海鮮　いっしょう

住所 乙140-2

電話/FAX TEL:25-3011

定休日 日曜日・月曜日

宅配 あり

そば・海鮮　いっしょう【和食】
・ミックス天丼 \1,100(税別)

（大エビ、イカ、野菜３品）

・ミニ天丼　　\400(税別)

営業時間
11:00～14:00

17:00～20:30(ラストオーダー） 電話で予約承ります。

当日は10時までにご予約下さい。


