越後屋調べ

テイクアウト実施店

【
和

味乃

桃の井

要予約
(前日まで)

食

】

うな萬

要予約

大町 おかめや

要予約

大人の居酒屋 独歩

お料理

かねと

要予約
(前日まで)

要予約
(前日まで)

要予約

燗酒ノ城

(前日まで)

14:00～19:00

11:30～14:00
16:00～20:00

オードブル (4人前 ￥4,320 / 6人前 ￥6,480)/ 桃の井おにぎり (1個 ￥150)

024-521-2007

並重 (￥3,000) / 天重 (￥1,730) / 牛ステーキ重 (￥2,960)

024-522-4239

12:00～15:00

天丼 (￥1,200) / お土産生蕎麦 3人前 つゆ付セット (￥ 1,950)

17:00～20:00

※オツマミ日替わりおススメもあり

17:00～26:00

独歩のタコワサ (￥550) / 自家製イカの塩辛 (￥460) / 卵焼き江戸前風 (￥620) など

024-563-6645

11:30～19:00

折詰2人前 (￥4,600) / うに焼きおにぎり (￥600) / 筍の炊き込みご飯 (￥600)/ 刺身盛合せなど

024-524-1158

※TELにて相談

Instagram / Facebookにてメニュー更新中

024-503-9435

090-8006-9191

くずし割烹KUMA

要予約

11:00～20:00

KUMAの特製オードブル (￥3,000) / チキンカツ弁当 (￥500) / 京風生姜焼き弁当 (￥800) など

024-573-0018

採食美酒 小町

要予約

17:00～20:00

牛すじ煮込み (￥600) / イチボステーキ (￥1,200) / おからサラダ (￥400) など

024-573-5888

霜月

要予約

17:00～22:00

晩酌セット (￥1,200)

024-563-6752

そば処 喜多八

馳走ほんま

天ぷら

弐乃膳

しおや

不要

要予約
(前日まで)

11:00～14:00
17:00～20:00

18:00～20:00

※詳しくはFacebookにて

生蕎麦 4人前 (￥2,000) / 海老天せいろ (￥1,400) / 海老天ぷ ら盛り合わせ (￥1,000)

口取り八寸

(￥3,600) ※角煮入り野菜の炊き合わせ / ごはん (穴子等)
詳しくはお問合せ下さい

要予約

11:00～14:00

天丼 (￥1,500)

不要

17:30～24:00

焼き魚 / 串焼き / 揚げ物 など

024-534-4486

024-521-3310

024-521-0678

※一品 ￥600 ～ ￥900 (税抜)

024-563-3701

森ふじ

要予約

12:00～18:00

穴子丼・ 厚焼き玉子セット (￥2,000)

024-521-2136

炉端酒屋たすいち

要予約

17:30～20:00

たすいち晩酌セット (￥1,080) / 若鶏の半身焼き (￥1,059) / ローストビーフ丼 (￥1,005)など

024-521-1552

￥5,000～ ※詳細はお電話にてお問合せ下さい

024-563-1519

天ぷら各種 (￥800～) / 生ハム (￥1,000) / 刺身 (￥750～)

024-522-6699

和肴

ごとく

和食

裕

要予約
(前日まで)

要予約

17:00～

17:00～19:00

【
寿

うまか亭グループ

要予約

※TELにて相談

024-525-1448(粋亭)

握り寿司 / 海鮮丼 / 天丼 / 刺身 / 天ぷら・揚げ物各種 など
※店舗により、提供メニューが異なるため詳しくは各店舗にお問い合わせください。

司

】

要予約

おけさ寿司

すし処

(前日まで)

玉鮨

不要

要予約

鮨乃家

(前日まで)

助六寿司

不要

珍萬エクスプレス

不要

【
中
華

】

※TELにて相談

18:00～
※TELにて相談

090-7825-0948

など

17:30～22:00

板前おまかせにぎり (梅: ￥2,200～) / 板前おまかせちらし (梅: ￥2,200～)

024-522-8890

11:30～19:30

寿司 / 巻物 / ちらし など (￥1,000～)

024-522-8534

ランチプレート(￥890) / 珍萬弁当 (￥1,290) /パーティーセット( ￥4,988)

024-522-2610

精華苑のお弁当 (￥1080 / ￥1,620 / ￥2,160 / ￥2,700)

024-522-8317

10:00～20:00
※14:30～16:30は不可

要予約

11:00～14:00

(前日まで)

16:30～19:30

hiro chinese dining

要予約

11:30～21:30

チャーシュー炒飯 (￥880) / 焼餃子 (￥660) / 生ザーサイ (￥440)

そば酒房 香り家

要予約

17:00～19:30

生ハムてんこ盛り (￥980) / 和風そば粉のピッツァ (￥1,000) / 前菜オードブル2～3人前(￥980)など

中国飯店

精華苑

024-526-0841 (乙姫)
024-572-5568

上玉寿司 (￥2,500) / 特上寿司 (￥3,000) 他

寿司 / 刺身 / 一品料理

024-526-2355(ピボット店)

オードブル各種 (￥4,320～)

など

024-503-9600

【
洋
食

024-521-1011

洋
食

】

角打ちビストロ 蔵ひろ

要予約

前菜盛り合わせ パスタ入り (￥1,000)

024-573-4247

洋食居酒屋 kanno

要予約

自家製ハンバーグ (￥900) / 鶏肉と海老のトマトクリーム煮 (￥900) / 海老のチーズグラタン(￥800)など

024-572-6440

味処

要予約

17:00～19:00

鶏のにんにく風味 (￥700) / 地鶏の厚焼き玉子 (￥580) / 目光唐揚 (￥580) など

024-523-2875

要予約

17:00～22:30

たまご焼き (￥450) / ニラ玉 (￥550) / チーズたまご焼き (￥380)/ 納豆たまご焼き(￥380)

024-523-1774

居酒屋ビバフレンド

不要

16:00～20:00

おまかせおつまみセット (￥1,000) / 自家製手ごねピザ (￥600)

024-523-0063

魚鮮水産

不要

15:00～21:00

鶏の唐揚げ5個 (￥495) / イカの塩天ぷら (￥530) / 姫甘海老の唐揚げ (￥590) など

024-526-0034

肴や KIHACHI

不要

18:00～22:30

詳しくはInstagramにて掲載しています。

024-573-4175

たこ焼き DINING634

不要

16:00～22:00

たこ焼き 6個 (￥500) / やきとり8本盛り合わせ (￥1,000) / スパイシー手羽先5個 (￥600)

024-572-6277

呑み処 結

要予約

19:00～21:00

手羽の黒コショウ揚げ (￥680) / パスタ (￥980) / 手造りピザ (￥1,200～)

024-523-5009

蘂

要予約

16:00～23:00

円盤餃子 (￥1,100) / 酒粕ハムカツ (￥539) / 昭和のポテトフライ (￥429)

024-522-8744

浜の呑み処 みなとや

要予約

11:30～20:00

みなとや特製オードブル (￥2,000) / お弁当各種 (￥500～)

024-523-5061

ふくや

要予約

11:30～20:00

串焼き (￥180～) / 海老入り餃子 (5個 ￥500) など

024-524-0880

FLAT (フラット)

要予約

※TELにて相談

17:30～21:00

12:00～14:00
16:00～20:00

【
一

おこぜ

品
料

居酒屋

酒助

理

】

(はなしべ)

焼き鳥 (￥150) / 唐揚げ (￥500)

090-2362-8540

みちのく漫遊記

六國屋

もつ治

不要

11:00～20:00

揚げ物盛り合わせ (￥1,000) / 出汁巻き玉子 (￥500) / ほっけ焼き (￥650)

024-563-6768

不要

17:00～22:30

円盤餃子10ヶ (￥800) / 京風

024-523-5420

17:00～20:00

楽酒楽菜あしび

要予約

やきとり 土竜

要予約

14:00～20:00

神の斬新

要予約

17:00～21:30

焼き鳥 (5本 ￥800 / 7本 ￥1,000 / 10本 ￥1,500) / 牛タン塩焼き (￥880)

つまむー

要予約

18:00～21:00

牛タン 1人前 (￥1,600) / 牛タン1.5人前 (￥2,080) / フライドコボー (￥580)

090-5848-7681

焼き鳥各種 (￥120～) / 肉巻きおにぎり (￥350) / 馬刺し (￥800) / など

090-9636-4414

※16:00TEL受付

【
焼

手羽先揚げ (￥700) など

024-529-7271

あしび幕の内弁当 (￥650) / 晩酌に肴セット1～２人前 (￥1,080) など

伝説の焼き鳥 10本入 1パック (￥1,580) / 2パック以降 (￥1,080)

024-573-9555

※2パック目から￥1,080（税込) 毎にレモンサワー1本プレゼント

き
も
の

など

024-521-3322

】

屋台や十八番

よね久

不要

16:00～22:30
※TELにて相談

要予約

17:30～19:30

やきとり5種セット (￥600) / やきとり単品 (￥120～150) / かしわおにぎり (￥100)

024-522-0480

不要

17:00～23:00

おでん各種 (￥200～) / 揚げ物各種 (￥650～)

024-573-9842

【
お

おでん屋 今泉

で
ん

しぞーかおでん お茶の間

要予約
(前日まで)

16:00～19:00

おでん盛り合わせ (小 ￥1,058 / 中 ￥1,598 / 大 ￥2,138)
富士宮焼きそば (ソース ￥734 / しょうゆ ￥734) ※詳しくはfacebook / Instagramにて

024-522-0061

】
たこ寅

【
丼

茜

要予約

要予約

～11:30まで

(前日まで)

※TELにて相談

も
の

】

あねさの小法師

※TELにて相談

要予約

11:30～14:00
17:30～20:30

おでん各種 (￥100 税抜～から)

024-522-3626

※来店時間、予算等詳しくはお問合せ下さい。

024-521-8585

お弁当 (￥700)

煮込みかつ丼 (￥700) / 馬すじカレー (￥900) / シンプル炒飯 (￥600)

など

090-5354-1280

】
網焼き酒場 双◎

炭火焼肉オムテソン

不要

17:00～21:00

網焼き塩牛タン丼 (￥800) / しらが明太牛タン丼 (￥900) / とろろ牛タン丼 (￥900)

024-572-5166

要予約

16:00～21:00

牛カルビ弁当 (￥1,650) / 上タン塩弁当 (￥2,200) / 豚肩みそ焼き弁当 (￥1,100)

024-522-7702

※店舗によって休業の場合がございます。またテイクアウトを予期せず終了する場合もございます。
詳しくは、各店舗へお問合せ下さい。

