
市内近隣で【自宅まで配達している店舗】【持ち帰り商品を扱っている店舗】のご紹介を致します。(スペースの関係で写真等なし) 【STAY HOME 伊豆】 【FMいずのくに】

SNS等のご利用が出来る方は、右記QRコードから詳細をご確認ください。商工会青年部では、紙面発行を計画しております。 ネットで詳細や最新情報が確認できます コロナ対策や状況について情報発信

情報は各サイトで共有されております。食を通じて、今こそ、地域の中での消費や繋がりをUPさせましょう。

地域おこし協力隊

小山氏HPにリンク

店舗名 住所 定休日 注文受付先 対応時間帯 最少額(個数) 備考

POMODORO 古奈264-4 （月） 055-947-4181
11:00~14:00
17:00~21:00

1個から可 パスタ皿持込100円引き
HP,ライン,インスタ等検索を

だるま寿司 古奈77 （火） 055-948-0818
11:00~14:00
17:00~20:00

1個から可 折箱代100円

タケルクインディチ伊豆 吉田126 （月） 0558-79-3332
11:30~14:00
17:30~20:00

1個から可
Facebook、Instagram等

検索を

とん一食堂 田京302-20 （水） 0558-76-3779
11:00~14:00
17:00~20:00

1個から可 Instagramから検索可

うを正 長岡1318-2 （水） 055-948-0101
11:30~14:00
16:30~22:00

1個から可
うなぎﾊﾟｯｸ50円

詳細はHPから検索可

餃子工房ひまわり 宗光寺895-1 （火） 0558-76-2700
11:00~14:00
17:00~20:30

1個から可 冷凍（20個入）あり

生そば　橋本 長岡150-4 （火） 055-948-1262
11:30~15:00
17:00~19:00

1個から可
持ち帰り1つにつき100円引

き/詳細は店舗まで

ひょうたん弥兵衛 吉田771-1 （月） 0558-76-4410
11:30~13:30
17:00~20:00

1個から可
Facebook、Instagram等

検索を

たけ 大仁447-1 不定休 0558-76-0221
11:00~14:00
16:00~22:00

1個から可 器持込可

HANSHARO BEER STAND 南條728-5(長岡駅前) （水） 無し 12:00~19:00 1個から可 詳細はFacebook

ねむの木 長岡128-18 （火） 055-947-2272 8:30~19:00 1個から可 詳細はTwitter

ひょうたん寿司 長岡124-1 （木） 055-948-0733
11:30~14:00
16:30~20:00

1個から可 パック有料
静岡なびっちからメニュー検索

蔵屋鳴沢レストランほむら 中272-1 無し 055-949-1208 10:00~16:30 一部最少額あり テイクアウトのみ営業

※この情報は、商工会青年部が、商工会、飲食店組合、市内店舗からの協力を得て作成しております。「緊急事態」と判断し、急ぎ作成し、発行しておりますのでご了承ください。随時更新します。

〇　各自、食品の取り扱いには十分に注意して下さい。各店舗が指定する賞味期限や保存方法を厳守して頂きますようお願い申し上げます。

〇　コロナ感染拡大により、急きょ、休業等をする店舗もございますのでご注意ください。詳細は、各店舗にお問合せください。 発行第1回目

〇　ご注文は、お客様から直接各店舗へお願いします。注文が集中する時間帯もございますので、ご注意ください。 更新日

〇　商品受け取り時などは各自で感染防止策をしっかりと取ってからご対応ください。 2020/4/20

ナポリピザ、パスタ、プリン、から揚げ等（詳
細はHP,インスタ等)

並寿司、上寿司、太巻寿司、のり巻き

前菜盛合せ、ペンネ、ナポリ風肉団子、ロース
トなど多数

定食(とんかつ、エビフライ等)、丼物(天丼、ス
タミナ丼等)、麺類(そば等)

寿司各種、うなぎ各種、丼物各種

黒餃子(ニンニク入)、白餃子(ニンニク無)、し
そ餃子（各6個入～）ほか

天ざる、かき揚げ天ざる、折箱そば、天丼、親
子丼、天ぷら各種など

豚生姜焼弁当、カキフライ弁当、から揚げ弁
当、居酒屋メニュー各種など

揚物、丼物、一品料理ほか

反射炉ビアボトルビール、サーバービールテイ
クアウト、おつまみｾｯﾄ他

オムライス、焼肉弁当、ハンバーグ、からあ
げ、丼物多数　など

にぎり、丼物、巻物、刺身盛合せなど

ポークカレー、ビーフシチュ、ピザ、牛しぐれ
煮丼、オードブル(2人前～)

商品

【今こそ、地域の繋がりで、地域内消費を向上させよう!!】　　伊豆の国市商工会青年部　飲食店緊急応援企画　　　

続きは裏面へ⇨
伊豆の国市内

配達・持ち帰り

対応店舗！！

自宅で美味しい地元のモノが食べたい！外出は出来ないが、地元のお店が心配だ。等、人と会える機会も減り、元気もしぼみ気味 のあなたへ

持ち帰り商品を取り扱う店舗



【STAY HOME 伊豆】地域おこし協力隊　小山氏HP

ネットで詳細や最新情報が確認できます

店舗名 住所 定休日 注文受付先 時間帯(受付時間) 最少額(個数) 備考

中華亭 寺家130-11 （木） 055-949-3360
11:30~14:30
17:30~20:00

1個から可
器持参して下さい

折箱50円～

鳥栄 古奈78 （火） 055-947-0204
11:00~14:00
17:30~21:00

1個から可 Instagramから検索可

一二三荘 大仁503 無し 0558-76-3123 8:00~20:00 1個から可
Facebook、Instagram等

検索を

たぐみcafé 長岡169-7 不明 055-948-5808 11:00~16:00 1個から可 詳細はHPへ

お食事処　桜ばな 寺家112-15 （水） 055-949-5350
11:30~14:00
17:30~20:00

1個から可 HP、Instagramあり

町重商店 長岡1047-6 （水） 055-948-0208 12:00~18:00 一部最少額あり
Facebook、Instagram等

検索を

彩鶏
古奈422-1　マリッチ
古奈101

（火） 055-948-5115 10:00~19:00 1個から可 詳細はHPへ

ぱすた屋　REB 南條728-1 （月） 055-949-8867
11:30~14:30
18:00~22:00

1個から可 HP、Instagramを検索

ゲストハウス＆カフェ　わ 奈古谷1048-1 不明 055-950-9289 11:00~16:00 1個から可 HP、Instagramを検索

伊豆の国市商工会青年部が
発行しております

から揚げ、ハンバーグ、エビフライ、レバニラ
等

刺身盛合せ、手巻き用盛合せ、魚屋のお寿司な
ど

焼き鳥盛合せ、から揚げ、焼き飯など

小エビのフリット、パスタ各種

チキンカレー、素揚げ野菜など多数

商品

餃子(5個～)、炒飯、回鍋肉、中華丼など

焼き鳥、から揚げ、鳥そぼろ弁当、親子丼など

おにぎり弁当、玉子焼き、鮎飯(土日)など

オムライス、ガパオライス、グリーンカレー、
弁当ほか

ぬえ左衛門も自宅待機中。

注文するぬ～ん

とん一食堂

（田京302-20）

定休日 水曜

注文受付先

0558-76-3779
配達エリア

田京・三福・御門・白山堂

(その他 応相談)

営業時間11：00～14：00

17：00～20：00

最少額(数) 1,500円から

商品 定食（とんかつ・エビ

フライ・焼肉 など）

丼もの（かつ丼・天丼など）

麺類(ラーメン・そば・うどん)

配達している店舗

持ち帰り商品を取り扱う店舗

だるま寿司 （古奈77）

定休日 火曜

注文受付先

055-948-0818
配達エリア

古奈・長岡・富士見・小

坂・南江間・長岡駅周辺

営業時間

11：00～14：00

17：00～20：00

最少額(数) 三人前から

商品 並寿司(1000円)上寿

司(1800円)並チラシ(1300

円)上チラシ(2200円)海苔

巻(800円)など

ひょうたん弥兵衛(吉田771-1)

定休日 月曜

注文受付先

0558-76-4410
配達エリア

大仁・吉田・中島・三福・田

京（その他、時間帯・個数に

より応相談）

営業時間

11：00～20：00

最少額(数) 5品以上

商品 お弁当(豚生姜焼、牛カ

ルビ、鰺フライ、親子丼など)

居酒屋メニュー(厚焼き玉子、

イカの丸焼きなど)

うを正（長岡1318-2）

定休日 水曜

注文受付先

055-948-0101
配達エリア

長岡区内（ほか応相談）

営業時間

12：00～14：00

17：00～21：30

最少額(数)

1,500円以上

商品 寿司各種、うなぎ

各種、丼物各種（HP「う

を正」で検索）

ねむの木

(長岡128-18)

定休日 火曜

注文受付先

055-947-2272
配達エリア

近場のみ

営業時間

8：30～18：00

最少額(数) 2品から

商品 オムライス、焼肉

弁当、ハンバーグ、から

揚げ、丼物多数

お問合せください

ひょうたん寿司
(長岡124-1)

定休日 木曜

注文受付先

055-948-

0733
配達エリア

旧伊豆長岡町

営業時間

11:30～14:00

16:30～20:00

最少額(数) 1人前から

商品 にぎり、丼物、巻

物、刺身盛合せ

価格はお問合せ下さい


