
フライ定食など（オードブル応相談)

まちぽ「ときわや食堂」で検索 (配達：旧大仁町 応相談)

～850円）焼うどん700円　など 単品もあり （応相談） 弁当840円、かに玉丼790円ほか 円、モツ煮600円 円、ハヤシライス800円　など

0558-76-8255
各種定食（700～950円）丼物（600 とりから丼、焼肉丼、その他丼物 日替り弁当　550円～1000円 油淋鶏弁当650円、牛肉の味噌炒め 牛ハラミ丼900円、塩豚バラ丼800 ステーキ弁当、サイコロ弁当各1000 とんかつ定食、ひれかつ定食、エビ

0558-76-1258 0558-76-0221 090-1820-1409 0558-76-1155 0558-76-9998 0558-76-6611

11：30～14：00/17：00～20：00

受付　9時～18時 受付　営業時間内 受付　10時～13時 受付 受付　当日10時迄（前日予約推奨） 受付　営業時間内(LO30分前) 受付　11時～20時

11：30～13：30/17：00～19：00 11：00～13：30/17：30～20：00 11:00～14:00/17:00～21:00 11：00～14：30/17：00～20：00 11：00～13：00/17：00～19：00 11：00～14：30/17：00～20：00

とんかつ水之助

大仁456-7　/　定休：日 大仁447-1　/　不定休 三福63-4　/　定休：日曜昼のみ 田京158-1　/　定休：水・第2.4木 田京264-26　/　不定休 田京195-2　/　定休：なし 田京271-24　/　定休：水

ときわや食堂 たけ カフェスマイル 大連 焼肉蔵 GKB-fu伊豆店

当900円、カキフライ弁当1000円など

「沼津魚がし鮨」で検索 まちぽ「石井米店」で検索 (配達：市内 応相談) 配達のみ：大仁区内

850円、鶏のから揚げ950円　など など　直接ご来店ください 2月～期間限定お得メニューあり おぼろ寿司、おにぎり　など おまかせ弁当（3日前まで　5ヶ～）

0558-76-1070
マーボー豆腐丼750円、あんかけ焼きそば 惣菜、揚物各種、弁当、炊き込みご飯 鮨桶、サイドメニュー各種(詳細はHP) 日替弁当328円～（内容はHPから） 鮎めし300円、伊豆牛めし350円 麺類、もつ煮、餃子など 日替弁当800円(要予約)、豚生姜焼弁

0558-76-3337 0558-76-6636 0558-75-0808 0558-76-1175 0558-76-3123 0558-76-1544

11：30～13：30/17：00～18：00

受付　10時～13時 受付　10時～17時半（店頭販売あり） 受付　9時～19時 受付　9時～（店頭販売あり） 受付　営業時間内 受付　当日19時まで 受付　9時～10時

11：30～14：00 10：00～18：00 11：00～19：30 9：00～19：00 8：00～21：00(弁当土日祝のみ) 11：00～13：00/17：00～19：00

ひとやすみ

田京271-21　2階　/定休：月・火 田京152-1　/　定休：なし 吉田380-1　/　定休：なし 大仁469　/　定休：日 大仁503　/　定休：なし 大仁800-11　/　定休：日 大仁546-2　/　定休：日・祝

中国料理いーある セントーサ 沼津魚がし鮨大仁店 石井米店 一二三荘 力亭

地域おこし協力隊
小山氏開設のHP（検索して下さい)

(配達：応相談)　容器代金　1ヶ50円 テイクアウトは金土のみ

各種SNS等
牛肉メンチカツ2ケ480円ほか単品多数 餃子600円、焼売480円　など 円、焼物は全て200円 (モツ煮、焼鳥、お好み焼、焼魚など)
お手軽弁当500円、ビーフカレー600円 チャーハン810円、中華丼1000円 ちらしランチ750円、各にぎり各種 焼鳥弁当1500円、そぼろ弁当800 居酒屋おつまみ100種類 100円～

055-949-5350 055-949-3360 055-949-1170 055-949-6858 055-949-2885
【まるごと伊豆の国】

最新情報や詳細は下記QRコード

このチラシは各店舗から提供
された情報を基に記載されて
おり、伊豆の国市商工会青年
部が発行しています

寺家112-15　/　定休：水 寺家130-11　/　定休：木・第2.4水 四日町240-7　/　定休：火 南條750-1　/　定休：日・第3月 四日町284-1　/　定休：日

受付　10時～15時

配達可能店舗
詳細は直接お問合せ下さい

お食事処桜ばな 中華亭 廣寿司 とり西 与太呂

伊豆の国市プレミアム商品
券がテイクアウトで使用可
能な店舗

11：30～14：00/17：30～20：00 11：30～14：00/17：30～20：00 11：00～14：00/16：00～20：00 18：00～21：00 16：00～20：45

受付　10時半～20時 受付　10時～19時 受付　10時～13時半/16時～19時半 受付　10時～20時

円、中華弁当800～900円、一品料理

雨天の際は臨時休業 日曜は昼のみ営業 雨天の際は臨時休業 袋有料

カレーライス いカレー500円、豚角煮(温野菜付)850円 手羽先、豚、カシラ、チョリソーなど） カレー850円、真空パックオードブルなど 550円(数量限定)

055-949-4004
コロッケ類全て(手作りタルタルソース付) 詳細は電話でお問合せください 牛タンシチュー(温野菜付)850円、まかな やきとり一律150円（鳥もも、八ツ、皮、 石垣の塩のペペロンチーノ780円、特製 からあげ350円、チキンカツサンド チャーハン弁当700円、揚物ｾｯﾄ1100

055-949-0982 055-949-3933 055-949-8006 055-949-9239 055-949-8867 055-949-9239

11：00～14：00/17：00～

受付　営業時間内 受付　9時～21時(当日8時～10時） 受付　前日迄(営業時間内) 受付　営業時間内 受付　11時半～20時 受付　11時半～20時 受付　営業時間内

9：00～18：00 11：00～14：00/17：00～22：00 11：30～14：00/17：30～20：00 土日13：30～18：00(平日15:30～) 11:30～14：30/18：00～21：00 11:30～13：30/16：00～

華々

奈古谷355-3　/　定休：月 南條1651-1　/　定休：日 南條480-7　/　定休：月・第4日 南條1657　２階　/　定休：月 南條728-1　/　定休：月・火 南條1657　/　定休：月 中726　/　定休：火

たもっちゃん 居酒屋藤 四季彩菜しゃろう夢 炭火やきとり鳥道楽 ぱすた屋REB ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟ 祭

海老天丼・イカ天丼各1200円 特上4800円 ね＆鶏ほぐし弁当770円　ほかHPにて 円、ほか蕎麦や一品料理 300円～、カレーパンビック各種500円

(配達：市内 応相談) (配達：市内 応相談)

ご注文は店頭にて 055-949-2925 055-949-1208 055-949-4866 055-944-6882
生そば(1人前)600円、天ぷら700円～ うな重並(半匹)1900円、上3200円、 炭火焼牛サーロイン弁当1078円、鶏つく かつ重1000円、黒毛和牛焼肉重1250 イベリコ豚カレーパン250円、ピタパン

11：30～17：00 11：00～15：00 11:00～17：00（時間外応相談) 11:00～17：00（時間外応相談)

受付　11時～15時 受付　11時半～17時 受付　9時半～14時半 受付　10時半～16時半 受付　10時半～16時半

陣中いし井 うなぎ源氏 反射炉ビヤレストランほむら 代官屋敷 ビオ代官

南條572-8　/　定休：水 四日町230-7　/　定休：水 中272-1　/　定休：なし 韮山山木142-1　/　不定休 韮山山木142-1　/　定休：火・第1.3金

市内の

"美味しい"

情報を

ボクが

届ける

ぬ～ん

withコロナだからこそ
地域内消費で

元気を継続させよう!!
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HP HP

HP HP

HP

HPHP HP



お好み焼、明太玉子焼き　など

（配達：応相談)

えびふらい弁当2450円　など単品もあり 天丼、かつ丼、天ぷら各種など 幕内弁当各2000円 チュー(冷蔵)800円　など各種商品 2000円、焼鳥丼850円　など ピザ・デザートは前日までに予約

055-944-6139
うな重弁当３３３０円、うな丼弁当2060円 天ざる、かき揚げ天ざる、折箱そば 特製弁当5000円、和牛ステーキ丼、 金目鯛煮付(冷凍)1300円、ビーフシ 焼鳥15本ｾｯﾄ(サラダ・から揚げ付) 丼ぶり弁当、オードブル、おつまみ他 くし焼盛合せ10本～、からあげ、枝豆

055-947-2955 055-948-1262 055-947-1115 055-948-1235 055-948-5115 055-948-4544

長岡337-1　/　定休：水 長岡150-4　/　定休：火 長岡404-10　/　不定休 長岡1045-1　/　定休：なし 古奈422-1　101 / 定休：火 古奈422-9　/　定休：日 古奈308-1　/　定休：水

18：00～21：00

受付　10時～13時/16時半～18時 受付　営業時間内(LO15分前) 受付　2日前迄 受付　8時半～12時 受付　10時～21時 受付　10時～19時 受付　17時～20時

11：15～14：00/17：00～19：00 11：30～15：00/17：00～19：00 11：00～13：00/17：30～19：00 15：00～20：00 17：30～21：00 18：00～20：00

パック代別50円 (配達：旧伊豆長岡町 応相談) 受取1時間前までに注文 (配達：旧伊豆長岡町 応相談) （配達：応相談)

鰻屋だいちゃん 生そば橋本 創作割烹おおた 実篤の宿いづみ荘 彩鶏 伊酒屋en てっぱん古奈

海老のチリソース煮(ハーフ)864円、 寿司、ちらし各1500円～ カニクリームコロッケ弁当700円、 寿司1080円～、ちらし1188円～、 会席弁当1500円～(要事前予約)
やわらか焼きそば1080円　など うな重3500円　など詳細はHP 焼ちゃんぽん、焼魚弁当など 巻物864円～（折代100円） 鰻弁当2500円、上海老天丼1500円

受付　10時～19時 受付　9時半～16時

055-948-6330 055-948-0101 〇価格表記は税抜・税込が混在しております 090-3530-3976 055-948-0733 055-947-1291

長岡1349　/　定休：月・火

12：00～14：30/17：30～20：00 11：30～14：00/17：00～21：30 〇店舗状況により、営業時間やメニュー等が変更
になる可能性があります。直接お問合せ下さい

11：00～14：00/16：00～19：00 11：30～14：00/16：30～19：30 10：00～15：00/16：00～18：30

受付　10時半～14時/17時～19時半 受付　11時～13時半/16時半～21時 受付　9時～18時

ホテルサンバレー古奈青山 うを正 〇食品の取り扱いには十分に注意し、お持ち帰
り後は必ずお早めにお召し上がり下さい

酒房めい ひょうたん寿司 食彩あら川

古奈185-1　/　定休：月 長岡1318-2　/　定休：水 長岡253-1　/　定休：水 長岡124-1　/　定休：木

太巻1400円　など

(配達：応相談)
「キッチンつくしのチャーシュー」
で検索 (配達：旧伊豆長岡町 応相談) (配達：古奈地区 応相談) 日曜 11時～20時営業 ラーメン類以外は全て可 （配達：旧伊豆長岡町 応相談)

など各種　チーズケーキカット700円 (チャーシュー丼850円など） 円、オードブル2000円～ など　丼物各種 からあげ750円、プリン450円　など エビチリ弁当1000円（スープつき）

055-948-0818
カラメルぷりん410円、抹茶ぷりん440円 麺類以外の店内メニュー対応可 日替弁当750円、ろさん弁当1000 天丼、かつ丼、かき揚げ丼、桜えび丼 ピッツァ1250円～、パスタ1100円～ チャーハン弁当680円、中華丼980円 寿司1000円～、チラシ1300円～、

055-948-3064 050-3569-0413 055-947-2484 055-948-0435 055-947-4181 055-948-0451

11：00～14：00/17：15～20：30

受付　10時～17時 受付　11時～15時 受付　9時～20時 受付　営業時間内 受付　11時～20時 受付　営業時間内 受付　10時～20時

10：00～17：00 11：00～15：00（土日祝 8時～） 11：00～12：00/17：00～21：00 11：30～15：00/17：00～19：30 11：00～14：00/17：30～20：00 11：30～15：00/17：00～21：00

だるま寿司

古奈142-1　/　不定休 古奈215-1和光パレス1階　/　定休：なし 古奈366-2　/　定休：日・第3月 古奈24-2　/　定休：水 古奈264-4　/　定休：月 古奈125-1　/　定休：月 古奈77　/　定休：火

九　-いちじく- キッチンつくし 美味酒房ろさん 朝日屋 POMODORO 与志富

(配達：市内　応相談) （配達：伊豆の国市内可能）

シフォンサンドケーキ各種450円～ おまかせゆり弁1100円～(前日予約必要) 予算に応じて相談可 ミックスフライ　など 1000円、オードブル3000円～ほか 3人前3186円など詳細はHP

055-947-0204
タコライス丼580円、ロコモコ丼780円 オムライス850円、グリーンカレー950円 刺身盛合せ、手巻き用盛合せなど オムライス700円、焼肉弁当680円 からあげ弁当800円、とんかつ弁当 上にぎり1080円、特上にぎり1620円 焼鳥各種、からあげ、弁当

055-944-6377 055-948-5808 055-948-0208 055-947-2272 055-948-0321 055-947-5577

11：30～19：30

受付　9時～11時 受付　10時～15時 受付　営業時間内 受付　8時半～19時 受付　9時～ 受付　営業時間内 受付　11時～19時

11：00～14：00 11：30～16：00 12：00～18：00 8：30～20：00 時間帯　応相談 10：30～19：30

鳥栄

長岡1191-2　/　定休：日・月 長岡169-7　/　定休：月・第1.3.5火 長岡1047-6　/　定休：水 長岡128-18　/　定休：火 古奈126-8　/　定休：月・第3日 古奈507-2　/　定休：なし 古奈78　/　定休：火

カフェ＆バル 掌 (たなごころ) たぐ.みcafé 町重商店 ねむの木 雅々丸 宅配寿し あらいそ 伊豆長岡店

冷凍餃子11時～21時可 (配達：2㎞程度 応相談) 営業時間帯・メニューなど変更の可能性あり

円、冷凍餃子1袋780円～ 円、カツカレーライス1050円など多数 900円、真空パック親子丼(冷凍)など 780円、サーターアンダギー1個50円 全品100円 1000円～、弁当(予算応相談)など

各種SNS等
(検索して下さい)

餃子6ヶ(黒or白)360円、円盤焼1100 トンカツ定食1300円、オムライス900 炭火焼親子丼800円、カキフライ弁当 ゴーヤチャンプルー500円、お好み焼 日替りお惣菜、おにぎり、おでん各種 骨なし唐揚げ500円～、骨つき唐揚げ

0558-76-2700 0558-76-3779 0558-76-4410 0558-76-9171 0558-76-9171 0558-76-2144

伊豆の国市プレミアム商品
券がテイクアウト使用可能
な店舗受付　10時～20時 受付　8時～19時 受付　10時～14時/17時～20時 受付　10時～14時 受付　直接お問合せ下さい 受付　17時～21時

11：00～14：00/17：00～20：30 11：00～14：00/17：00～20：00 17：30～20：00 17：00～22：00 17：00～20：00 17：00～21：00(時間外応相談)

配達可能店舗(詳細は直
接お問合せ下さい)

宗光寺895-1　/　定休：火 田京302-20　/　定休：水 吉田771-1　/　定休：月 大仁450-1　2階　/　定休：日 大仁591-2　/　定休：土・日 御門66-12　/　定休：日

餃子工房ひまわり とん一食堂 ひょうたん弥兵衛 くゝる カンカラ ミカド

店頭の「ぬえ左衛門」の旗が

目印だぬ～ん

HP

お腹空いたから

地元店の

美味しいもの

食べよ～と♪
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