小名浜地区
うなぎ等本格的な割烹料理
特別なひとときを。

割烹しが
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和食いなびかり

住所 小名浜中町境1-10
TEL
0246-53-3973
営業 11：00〜14：00
16：30〜20：00
（水曜定休）※コロナ対応短縮営業
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
うな重￥3,400
弁当各種￥690
幕の内弁当￥1,280
他メニュー多数あり

2,000円以上弁当につきましては表示希望の
メニュー外で御承りします。
（肉食べれないので魚にしてくださいなど。）

本店営業部

配達可能！
（お昼配達は朝9：30までに予約）

小名浜美食ホテル
住所 小名浜⾠⺒町43-9
TEL
0246-54-3401
営業 10：00〜22：00（不定休）

（状況により前後する場合があります。）

ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
各種ピザ￥1,000〜
海鮮丼各種￥1,280〜
各種弁当￥390〜
本店営業部

住所 小名浜寺廻町13-3
TEL
0246-88-6962
営業 11：00〜14：00
17：00〜20：00
（月曜定休）※コロナ対応短縮営
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
牛リブステーキ弁当￥3,000
お刺身弁当￥2,000（本マグロ他6種）
和風角煮弁当￥2,000
とんかつ弁当￥2,000、天重弁当￥2,000
国産鶏もも弁当￥2,000
焼魚弁当￥2,000
鰻重弁当￥4,000
本店営業部

揚げたてを提供するために
予約にて対応しております。
おすすめメニューは手羽先です！

新鮮なお刺身の盛り合わせが
お持ち帰れます！

揚家いずみ

ダイニング九兵衛
住所 小名浜岡小名字沖16
TEL
0246-54-5666
営業 17：00〜20：00
※コロナ対応短縮営
お持ち帰りメニュー受付時間 11：00〜19：30

（日曜ランチ・月曜日定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
お刺身盛り合わせ￥2,700〜5,000
串焼き盛り合わせ￥2,300〜3,700
サラダ￥580〜700、揚げ物￥500〜
串焼き￥380〜
本店営業部
チャーハン￥850〜

住所
TEL
営業

小名浜君ヶ塚町15-3
0246-51-0029
11：00〜14：00 17：00〜22：00
11：00〜15：00（日曜日）

（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
※他にも季節により新メニューが登場します。

手羽先5本￥650、10本￥1250
ロースとんかつ弁当￥700
ロースとアスパラ弁当￥800
ミックスフライ弁当￥900
本店営業部
ひれとんかつ弁当￥800

小名浜地区
十割そば会いわき小名浜店
住所 小名浜岡小名字岸前58-1
TEL
0246-84-7800
営業 11:00〜21:00（年中無休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
鶏ねぎ丼450円 絶品カレー丼 450円
名物とり天のりおかか丼 550円
天丼
600円 海老天丼 650円
ソースヒレかつ丼 650円
みそヒレかつ丼 650円 （税込）
ヒレかつカレー丼 650円
江名支店
大海老天丼 1,000円

焼肉あぶりや 小名浜店
住所 小名浜岡小名字沖16-6
TEL
0246-52-2020
営業 17:00〜23:30 LO23:00
（火曜定休）※コロナ対応短縮営業
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ご要望の金額に応じて
お弁当をお作りいたします
（要予約）
江名支店

オードブルなどご予算に
合わせてお作り致します！
酒菜（さかな）れすとらん竹まる

住所 小名浜林城字辻前1-26
TEL
0246-38-4260
営業 昼11：00〜14：00
夜17：00〜20；00
（日曜・他定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
天丼￥850 ←おすすめ
唐揚げ弁当￥650
焼き鳥丼￥650
煮魚￥650〜
玉川支店
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どさんこ鹿島といったら
やっぱり焼肉！

ファイヤーバーグ

神谷店

（神谷店）

住所 平下神谷字仲田66
TEL
0246-38-9006
営業 11：00〜14：30
17：00〜21：00（不定休）

ーーーーーーーMENU−−−−ーーー

手作りハンバーグ弁当（税込）
150ｇ￥640、250ｇ￥910
300ｇ￥1,040、500ｇ￥1,570

郷ヶ丘支店

どさん子

鹿島店

住所 鹿島町御代字柿境6-2
TEL
0246-58−5900
営業 昼11：00〜14：00
夜17：30〜22：00
（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
焼肉弁当￥800〜 ←おすすめ

玉川支店

小名浜地区
トラばあちゃんの
唐揚げとお惣菜のお店

焼肉・ホルモン

住所 いわき市岡小名沖16-6
TEL 0246-88-9188
営業 11：00〜19：00（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
からあげ弁当580円
チキンカツ弁当580円
てりやきチキン弁当580円
他各種惣菜類あり

トラじろう

住所 いわき市鹿島御代字柿境25-5
TEL 0246-58-7150
営業 17：00〜22：30
（ラストオーダー22：00）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
焼肉弁当 1,000円他

玉川支店

郷ケ丘支店

ハンバーガーショップ

れたす

住所 小名浜大原東田96
ヨークベニマル大原店内
TEL 0246-52-9242
営業 ヨークベニマル店休日に
準じる
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
れたすバーガー￥350
てりやきトマトバーガー￥380
エビバーガー￥400
サルサルバーガー￥350
ミートバーガー￥350
本店営業部
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小名浜地区
ご家庭で気軽に美味しい
和の味わいをお楽しみ頂ける
お弁当を提供しております！

京さか

居酒屋 駒

住所 小名浜本町40-4
TEL
0246-54-5905
営業 17：00〜21：30

（テイクアウトのみ）

受付時間 15：30〜21：00
（月曜・第一火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー

焼き鳥 2本 ￥ 400〜 、お好み焼き￥1,000〜
アスパラバター￥600、ホタテバター￥1,200
ローストビーフ￥2,500
ガーリックライス￥800
本店営業部
他多数

今若者に人気のタピオカドリンク
取り扱っています！

しゃぶしゃぶ温野菜いわき泉店
住所 泉町滝尻字神力前16
TEL
0246-85-0720
営業 11：00〜16：00（不定休）
（ランチのみテイクアウト）

ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
肉カレー￥650、Ｗカレー￥700
野菜カレー￥590、カレー￥500
しゃがバター￥350、サラダ￥280
タピオカドリンク￥350
本店営業部

住所 小名浜字中原9-8
TEL
0246-92-3450
営業 11：00〜14：00
17：00〜20：00
（日曜定休） ※配達なし
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
日替わり弁当￥600
鶏のから揚げ￥580（５個）
メヒカリのから揚げ￥780（６本）
霜降り馬刺し￥1,280
本店営業部
オードブル￥3,000

どさんこ自慢！！
アツアツジューシーなかつ丼
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常磐地区

地元に愛されている名店の味を
是非ご賞味ください！

サッポロラーメン玉半どさんこ

玉半

住所 小名浜⻄町6-13
TEL
0246−53−3585
営業 11：00〜19：00
（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
かつ丼￥1,000
ミニかつ丼￥500
玉子丼￥500

住所 常磐湯本町三函166
TEL
0246-43-2009
営業 11：30〜16：00
（日曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
コロナにカツ丼￥700←おすすめ
玉子丼￥600
親子丼￥650
カレー丼￥650
他人丼￥700

本店営業部

湯本支店

常磐地区
味・ボリューム共に
ご満足いただけるお弁当です

源家 湯本店

5月に植田地区から
移転オープンしました！

中華麺房ＰＡＯ

住所 常磐湯本町吹谷97
TEL
0246-72-1332
営業 11：30〜22：30
（年中無休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
まかないカレー弁当￥880(限定5食）
ヒレカツ弁当￥1,000 ←おすすめ
ステーキ弁当￥1,000
唐揚げ弁当￥1,000
天丼￥880
湯本支店

各種一品料理も
テイクアウトできます！
町の小さな中華屋さんろくめい

住所 常磐⻄郷町金⼭65
TEL
0246-38-4743
営業 11：30〜21：00
（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
鶏の唐揚げ弁当￥600 ←おすすめ
麻婆豆腐弁当￥750
回鍋肉弁当￥850
レバニラ炒め弁当￥800
五目炒飯￥700
湯本支店

住所 常磐水野谷町千代鶴179-5
TEL
0246-51-6284
営業 14：00〜19：00
（テイクアウト受付時間）
（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
エビのチリソース煮￥930 ←おすすめ
手作りぎょうざ（5個）￥550
五目あんかけご飯￥950
チャーハン￥610
酢豚￥890
湯本支店

串揚げ持ち帰りメニュー多数あり！

串定がぶガツ
住所 常磐湯本町上川18
TEL
090-7079-6182
営業 昼11：00〜14：00
夜17：00〜23：00

（木曜、第3週水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ピリ辛チキン弁当￥650 ←おすすめ
焼肉弁当￥650
串揚げ持ち帰りメニュー￥70〜￥100
（ぼんじり、なんこつ、砂肝、ハン
バーグ他）
玉川支店
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行列のできる人気店。
ボリューム満点の
お刺身をご自宅で！

海幸
住所 常磐湯本町天王崎1-163
TEL
0246-43-0139
営業 12：00〜22：00 （不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
お刺身盛り合わせ￥1,400〜 ←おすすめ
（ご希望に応じます）
煮魚￥要確認（仕入状況により変動）
焼き魚￥要確認（〃）

めひかり唐揚げ￥700〜

湯本支店

常磐地区
テイクアウト弁当オール660円！

まんぷく食堂
住所 常磐関船町一丁目6-11
TEL
0246-88-7757
営業 平日 11：00〜20：50
土日祝 11：00〜14：30（ランチ）
（不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
（税込）
焼肉弁当￥880
からあげ弁当￥780
牛すじカレー￥860
郷ヶ丘支店

鮮魚店も経営しており
魚類がおすすめです！

みなかわ

食事処 おかめ
住所 常磐湯本町天王崎84
TEL
0246-43-3338
営業 11：00〜20：00
（年中無休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
さんまかば焼き丼￥660 ←おすすめ
ヤナギガレイ天丼￥660
チキンソースかつ丼￥660
豚バラ焼肉丼￥660
とりから弁当￥660
湯本支店

植田支店

勿来地区

和にこだわった弁当をお作りします！

㈲勿来綜合開発（関の湯）

錦翠

住所 中岡町6丁目12-8
TEL
0246-63-5296
営業 11：00〜15：00
（不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
からあげ弁当
塩引き弁当
煮魚弁当
￥500〜（要予約）
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住所 中岡町三丁目7-8
TEL 0246-63-5296
営業 11：00〜14：00
15：00〜19：00（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
きんすい弁当
（天ぷら￥1,900・フライ￥1,400）
おわん弁当￥1,100、うな玉重￥1,700、
うなぎのひつまぶし￥1,800
↑営業担当小松おすすめ！
植田支店

住所 勿来町四沢須賀1-4
TEL
0246-65-1126
営業 月∼木 10：00〜22：00
金土日 10：00〜22：30
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
宴会弁当プラン 5,000円

勿来支店

勿来地区
当店自慢の味がぎゅ～と詰まった
お弁当を、どうぞご賞味下さい！

とんかつ天婦羅天宝
住所 勿来町四沢清水29-1
TEL
0246−65−4567
050−5870−5598
（予約専用番号）
営業 お弁当11：00〜19：00
（火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
まんぷく弁当￥1,500
※各種料理のテイクアウトも出来ます
勿来支店

エビチリが美味しい店です
少し贅沢な食事の時に最適です

中華料理泉慶
住所 東田町2丁目7-4
TEL
0246-62-1331
営業 11：00〜14：00（火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
エビチリ仕出し弁当￥1,100〜
（前日までの予約のみ）

植田支店
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平地区

イタリアンカフェのパスタが
ご自宅で食べられます

食楽なごみ家
住所 平字田町120
TEL
0246−24−7530
営業 11：00〜19：00（年中無休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
チンジャオ弁当￥700、唐揚げ弁当￥700
回鍋肉弁当￥700、酢豚弁当￥700
豚肉もやし炒め弁当700円
エビチリ弁当￥800、五目やきそば￥800
麻婆やきそば￥800、麻婆丼￥600
ジャンボ唐揚げ弁当￥900、中華丼￥600
角煮丼￥700
平支店
辣子肉糸丼￥700 ※全て税込

正月荘（仕出しセンター）
住所 平中神谷六本榎11
TEL
0246−85−5100
営業 8：00〜16：00
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ご予算ご要望により御作り致します。
（配達可）

平支店

セガフレード・ザネッティ・
エスプレッソ いわきラトブ店

住所 平田町120
TEL
0246-88-8202
営業 10：00〜23：00（木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
【サンドイッチ】
スモークチキン￥450
エビアボカド￥500
【パスタ】
ボロネーゼ カルボナーラ￥600
ジェノベーゼ￥700
【ピッツァ】
四倉支店
マルゲリータ￥800 など

平地区
SunnydayCurryday
住所 平上荒川⻑尾52−1
TEL
090−7526−7860
営業 11：00−21：00（不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ルーのみのテイクアウト￥550
ごはんセット￥970
副菜盛り合わせ￥420〜
※全て税込

和乃膳貴介
住所 中央台飯野4丁目20-20
TEL
0246−29−4140
営業 11：30−14：30
17：30−21：30（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
仕出し弁当￥1,200（税別）

郷ヶ丘支店
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郷ヶ丘支店

魚料理に定評があります！

柚香
住所 平谷川瀬字明治町63-2
TEL
0246-21-9486
営業 11：30〜14：00
17：00〜21：00（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー

お魚セット弁当（煮魚、焼魚、煮物、新香、
惣菜、ご飯）￥1,600、ミックスフライ弁当
（ヒレカツ、から揚げ、エビフライ、焼魚、
煮物、惣菜、ご飯）￥1,600
煮魚弁当￥800、焼魚弁当￥800
唐揚げ弁当￥700
本庁前支店
目光弁当￥700

やきとり福住
（福住福庵）
住所 平字白銀町5−5
TEL
0246−23−7764
（福住本店）
住所 平字白銀町9−1
TEL
0246−25−4545

営業 15：00〜21：00 （年中無休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
やきとり盛り合わせ ※単品あり
雪（8本） ￥1,350、月（11本）￥1,900
花（15本）￥2,600
福住豚コロッケ弁当680円
伝統のとり唐揚げ弁当680円
平支店
など

赤べえ
住所 郷ヶ丘2丁目113−5
TEL
0246−28−1088
営業 9：00−17：00（火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
幕ノ内弁当￥750（税込）

郷ヶ丘支店

平地区
源太ずし 自由ヶ丘店
住所 自由ヶ丘61−12
TEL
0246−29−2002
営業 11：00〜15：00
17：00〜22：00
（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
上にぎり1人前から￥1,780
大きな海老フライ1本￥1,000
幕ノ内弁当他￥780
※全て税抜

遊膳だいきち
住所 郷ヶ丘4丁目32−1
TEL
0246−28−1722
営業 11：30−14：00
17：00−22：00（木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
幕ノ内弁当￥2,000
和牛弁当￥2,700
※全て税込

郷ヶ丘支店
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郷ヶ丘支店

メニューにはその他各種
セットメニューや単品あり！
カフェハウス

カヴァッルッチョ

住所 平沼ノ内諏訪原1-23-9
TEL
0246-39-4187
営業 11：00〜15：00
17：00〜20：00（不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー

【ピザ】MIX・マルゲリータ・タラモ
S：￥850 L：￥1,650
【カレー】シーフード・チキン唐揚げ・彩
り野菜・ハンバーグ ￥850
カツカレー￥900、カレーのルーのみ￥500
【ホットサンド】￥850
【丼物】焼肉丼￥800
ロコモコ丼￥850
好間支店

光寿司（ひかりずし）
住所 平沼ノ内諏訪原2-2-4
TEL
0246−39−2234
営業 12：00〜21：00（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
テイクアウト17：00より販売致します。

1人前￥1,080（税込）
特上・上・中・並握り、ちらしの販売
も通常通り承ります。
塩屋崎支店

観陽亭（かんようてい）
住所 平沼ノ内代ノ下90
TEL
0246−39−3383
営業 （年中無休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
観陽亭弁当￥1,100
市内配達あり（5食以上）
※配達出来ないエリアもございます

塩屋崎支店

平地区
漁夫三町目店
住所 いわき市平三町目35
TEL 0246-24-0727
営業 15：00〜（日曜定休日）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
特選 海鮮丼
1,200円
明太子の卵焼き
700円
目光から揚げ10本
800円
銀だら⻄京焼き
900円
近海なめた鰈煮付け
800円
気まぐれオードブル2.3人前 4,000円
全て税込価格
平支店

ちゃんこ市関
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ESTEST garden

住所 いわき市郷ヶ丘4丁目14−1
TEL
0246−28−9233
営業 17：00〜22：00（不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー

ちゃんこ鍋
1人前 2,000円
ファミリー鍋（うどん、もち）
4〜5人前 6,500円
ちゃんこだし 1人前
250円
特製だんご
1人前
500円
特製セット １セット
1,350円
（だし3人前）（特製だんご2人前）
郷ヶ丘支店

住所 いわき市平六間門5-15
TEL
0246-25-3066
営業 10：30〜14：00
テイクアウトのみ
ディナー17：00〜21：00
完全予約制
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
メニュー随時更新の為
インスタグラム参照
平支店

平地区
豊間地内は配達も可能です！

ごはんカフェきゅういち
住所 平豊間字下町148-4
TEL
0246-38-2191
営業 11：00〜19：00 LO（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー

ポーポー焼き弁当￥780←おすすめ
ＡＫＡＲＥＮＪＡ弁当￥900
あなたを守るミネラルたっぷり健康弁当
（アカレンジャー）
ＫＩＲＥＮＪＡ弁当￥750
あなたを守るスパイスたっぷりマイルドな
南インド風カレー（キレンジャー）
エビフライ弁当￥730、ロースかつ弁当￥850
ソースかつ丼￥800
煮魚弁当￥730、天丼￥700
塩屋崎支店

店主一押しはミックスフライ定食。
選べるフライの組み合わせと味良し、
ボリューム良し、価格良しの三拍子そろった一品です。
住所 内郷高坂町1-9-6
TEL
0246−26−2559
営業 11：00〜14：30
17：00〜19：30 （不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
＊その他定食、一品物、うどん・そば等メニューも
扱っております。

ミックスフライ定食￥1,400
Aエビフライ、ヒレカツ、とりから
Bエビフライ、カキフライ、とりから
Cカニクリームコロッケ、ヒレカツ、とりから
Dカニクリームコロッケ、カキフライ、とりから
日替わり弁当￥880、かつ丼880円、￥天重880
親子丼￥800、玉子丼￥700
カツカレー￥1,000
内郷支店
カレーライス￥700

住所 内郷高坂町大町30-6
TEL
0246−38−7230
営業 11：00〜14：00
17：30〜20：00（不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
エビチリ￥1,050〜
麻婆豆腐2〜3人前￥1,400
チャーハン￥800
油淋鶏￥1,250 その他ご相談により
※前日までのご予約にて承ります

好間支店

Clair Cout
住所 内郷綴町榎下70
TEL
0246−26−3161

受付時間 10：00〜15：00（月曜定休）
受付期限 配達日の営業日3日前15：00まで
（定休日の月曜日を除く）

ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
免疫力UP弁当（三種）
A(仮)￥1,500…玄米、ひじき、しょうが等
B(仮)￥2,500…トマト＆モッツアレラ、
フルーツサラダ、オリーブオイル等
C(仮)￥3,500…B(仮)に鰻丼付き
牛ステーキ弁当￥2,500
内郷支店

免疫力 ア ップ食材を ふんだ ん
に盛 り込 んだ体 にやさ し い
お弁当 です。
安 心と美味 し い食を皆様 に
お届けします。

栄養士と和洋食のシェフ達が
こだわって作りました。

中華キッチン 茉莉花
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御食事処 ニュー玉半

内郷地区
店主おすすめは麻婆豆腐。
香辛料にこだわった一品で、
辛い物好きにはたまりません！

大元（中華料理）
住所 内郷綴町金谷24-8
TEL
0246−26−3690
営業 11：15〜14：30
17：10〜19：30（木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
焼肉、ホルモン、レバー、麻婆豆腐
回鍋肉、エビチリ、カニ玉
肉野菜炒め、上海ヤキソバ
内郷支店

内郷地区
サクサク衣のジューシーとんかつが
テイクアウトで召し上がれます！

ボリューム満点本格中華料理！

とんかつ勝よし

中華料理

住所 小島町1-7-5三和ビル1階
TEL
0246−27−3962
営業 11：30〜14：00
17：00〜20：30（月・火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ランチメニュー￥900
（キス、メンチ、ヒレ、ポテト）

ヒレカツ定食（大）￥2,200
（中）￥1,750
（小）￥1,350
盛り合わせ定食￥1,800
（ヒレ、エビ、キス、
メンチ、コロッケ）

本庁前支店
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萬来軒

住所 小島町3-4-7
TEL
0246−27−5010
営業 11：00〜14：00
17：00〜20：30（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
チンジャオロース弁当￥1,100
酢豚弁当￥1,100
エビチリ弁当￥1,100
お持ち帰り用料理５種盛り 3,500円
(クラゲの和え物・海老焼売・ピーマンと豚肉の
細切り炒め・海老チリソース・
鶏肉の辛子炒め)

本庁前支店

キッチン

食亭つるや
住所 いわき市内郷綴町町之内11
TEL 0120-26-3686
営業 11：00〜15：00
17：00〜21：00
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
★テイクアウトメニュー
カレー730円
オムライス930円
かつ重800円
ニラレバ単品800円
内郷支店

ワン・ディッシュ

住所 いわき市内郷御厩町4-110-1
TEL
0246-85-0987
営業 日曜定休日
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
手羽先のから揚げ￥700
とりの唐揚げ￥600
天ぷら￥500 エビチリ￥500
豚の角煮￥900
幕の内弁当750円
皮付きポテトフライ500円
内郷支店
ごぼうチップ500円

好間地区
麺屋 海⼭
住所 好間町下好間⻤越89-3
TEL
0246−38−3600
営業 11：00〜15：00
17：00〜20：00（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
チャーハン￥680
チャーシュー丼￥270
焼きギョーザ￥320
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好間支店

和風れすとらん

つばき

住所 好間町大利小川崎214-1
TEL
0246−36−5901
営業 11：00〜14：00
17：30〜20：00 （火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
幕の内弁当￥1,000〜

好間支店

ミートショップしもさか
住所 好間町下好間叶田31-5
TEL
0246−36−5525
営業 7：00〜18：00（日曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
日替わり弁当￥500〜

好間支店

久之浜地区
元寿司職人が作る
海鮮メニューは絶品！

お食事処 和

久之浜店

住所 久之浜町久之浜北町134（浜風きらら内）
TEL
0246−84−9891
営業 11：00〜14：00
17：00〜22：00（木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
海鮮丼￥980
にぎり寿司￥980
にぎり寿司（特上）￥2,000

和食職人の作る料理はこだわり満点！
仕出し料理はじめました！！
（配達可、要連絡）

和食処

とのがみ

住所 久之浜町久之浜北町134（浜風きらら内）
TEL
0246−82−2799
営業 11：00〜14：00
17：30〜21：30
（月曜夜・火曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
七福天丼（特大）￥800
七福天丼（並）￥580
鶏唐揚げ弁当￥600

四倉支店

久之浜港で水揚げされた
鮮魚を使った弁当です！
（ご注文は午前9時まで）

おさかなひろば

はま水

住所 久之浜町久之浜北町134（浜風きらら内）
TEL
080−5556−5417
営業 10：00〜16：00
（火・木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
すべて￥600（配送料込み）
テイクアウト￥100引き
焼魚弁当、煮魚弁当、あなご丼、
お魚フライ弁当、お魚ハンバーク弁当
四倉支店
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四倉支店

いぶきのピザがご自宅で食べられます！

テイクアウトなら、
天丼・ミックスフライ定食がおすすめ！

波立食堂

喫茶 いぶき
住所 久之浜町田之網横内17
TEL
0246−82−3933
営業 9：00〜19：00（木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ピザ￥800
そのほか連絡をいただければ
店内メニューをお作り致します。

四倉支店

住所 久之浜町田之網横内64-2
TEL
0246−82−2416
営業 11：00〜14：00（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
（平日ランチ）
天丼・生姜焼き定食・ミックスフライ定食
各￥780
（土日）
浜定食￥1.600（刺身・天ぷら・小付）
刺身定食￥1,400、天ぷら定食￥1,400
ホタテフライ定食￥1,280、
ミックスフライ定食￥1,900
エビフライ定食￥1,350
四倉支店
など

四倉地区
四倉の漁師も太鼓判を押すほど
おいしいホッキ飯！！

くさの根

押田庵

住所 四倉町東２丁目167-1
TEL
0246−32−6460
営業 11：00〜20：00（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ホッキ飯￥580
ソースカツ丼￥650
日替わり弁当￥600

四倉支店

いわき産米を使用した
すべてシェフ手作り弁当！
おいしいランチのお供に

ワンダーファーム
住所 四倉町中島広町1
TEL
0246−85−5105
営業 平日10：00〜17：00
土日祝日9：00〜17：00
（木曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
弁当は前日午前中までに予約ください。

日替わり丼￥500
幕ノ内弁当￥700
各デザート￥200

配達は２㎞圏内＆メニュー+100円

四倉支店

住所 四倉町和具35-18
TEL
0246−32−2087
営業 11：00〜18：30（水曜・不定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
かつ丼￥700、かつ丼（上物）￥600
ソース丼￥700、ソース丼（上物）￥600
天丼￥750、エビ天丼￥1,000
鶏唐揚げ￥500、イカゲソ唐揚￥450
カキフライ￥550
天ぷら盛り合わせ￥800
※上記は通常価格より￥100引き
※上記以外の商品は要相談
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四倉支店

言わずと知れたソースカツ丼。
ご賞味あれ！！

松喜食堂
住所 四倉町東2丁目165-68
TEL 090−2956−7509
営業 11：00〜13：00（水曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
小盛ソースカツ丼￥600
中盛ソースカツ丼￥900
大盛ソースカツ丼￥1,200

四倉支店

四倉で言わずと知れた
「メガ海鮮丼」有名店！
四倉町内配達します！！

お食事処 和
住所 四倉町6丁目26-1
TEL
0246−32−3221
営業 11：00〜14：00
17：00〜ラスト（月曜定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
海鮮丼￥1,000
ソースカツ丼￥1,000
あなご丼￥1,000

四倉支店

広野地区
とんかつ食楽の揚げたて
とんかつがご自宅で楽しめます！

とんかつ食楽
住所 双葉郡広野町下北迫火の口28-2
TEL
0240−27−2299
営業 テイクアウト予約
平日11：00〜13：00
（土日祝日定休）
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
ロース弁当150ｇ￥850、200ｇ￥1,050
ヒレかつ弁当￥980
鶏の唐揚弁当￥750
楢葉支店

寿司職人の最高の逸品を
ご自宅でご賞味あれ

すし膳おりはら
住所 双葉郡広野町下北迫火の口27
TEL
0240−27−1118
営業 11：00〜14：00 （不定休）
夜の部は要TEL確認
ーーーーーーーMENU−−−−ーーー
当店おすすめにぎり￥3,100
松寿司￥2,250、竹寿司￥1,600
梅寿司￥1,150、まぐろ寿司￥1,610
おすすめちらし￥3,300
松ちらし￥2,460、竹ちらし￥1,750
梅ちらし￥1,280
※他巻物、丼ものあり

楢葉支店
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