
◎おもちゃのまち地区テイクアウト店一覧 R2.7.16現在

店名 テイクアウト デリバリー オススメメニュー 価格 時間帯 電話番号 住所 定休日 種類別

太助 ○ × やきとり ￥100～ 17:00～20:00 0282-86-3258 幸町1-20-2 割烹・小料理

夕の空 ○ ○ 夕の空弁当 ￥700～ 11:00～14:00
0282-51-2179

070-1063-5730(～5/6)
幸町4-8-18 水曜 和風居酒屋

和食の店ふじた ○ ○ 海鮮丼 ¥1,030
11:30～14:00

17:00～19:00
0282-86-0616 幸町3-32-4 月曜 和風居酒屋

割烹いしかわ ○ × 幕ノ内弁当 ¥900
10:00～13:30

16:00～19:00
0282-86-5548 幸町2-3-2 月曜 割烹・懐石料理

割烹山水亭 ○ × 幕ノ内弁当、お刺身一押し ¥1,000 0282-82-0531 いずみ町8-9 日曜 割烹・懐石料理

日本料理　篠 ○ × 国産うな重 ¥2,650 11:00～16:00 0282-82-3870 壬生丁203-4 日曜・祝日 割烹・懐石料理

フランス料理レストランセジュール ○ ○ 洋風弁当 ￥1,080～
お客様に合わせる

前日要予約
0282-86-3560 幸町1-14-5 月曜 フレンチ・洋食

焼きそば　もりもり ○ × ホルモン焼きそば ¥750 11:00～19:00 0282-86-2713 幸町1-4-7 不定休 やきそば

かんちゃん ○ × チャーハン ¥550
11:30～14:00

17:00～20:00
0282-82-6218 いずみ町9-11 月曜 ラーメン

元気寿司　壬生店 ○ × まぐろの特選セット ¥900 11:00～19:45 0282-86-3630 おもちゃのまち1-1-21 寿司店

はっぴ商店　おもちゃのまち店 ○ × からあげ弁当醤油味（中） ￥550＋税 11:00～21:00 0282-25-6272 幸町4-3-3 無休 弁当・から揚げ

和洋節中 ○ ○ とろ～りオムライス ¥700 11:00～21:00 090-6929-9463 幸町 4-1-14 無休 創作料理

マクドナルド ○ × ビックマックセット ¥690 7:00～23:00 0282-86-6711 おもちゃのまち3-2-25 無休 ファーストフード

中国料理　錦 ○ × エビチリ ¥1,350
11:30～14:00

17:00～22:00
0282-86-2180 若草町1-39 木曜日 中華料理

炉ばた　えんてんか酒場 ○ × 彩り野菜のビーフカレー ¥680 11:30～14:00 0282-21-7539 緑町3-1-11 無休（不定休あり） 居酒屋

北海屋　国谷支店 ○ × からあげ ¥637
11:00～14:00

16:00～19:00
0282-82-0712 至宝3-10-47 火曜 居酒屋

カレーハウスCOCO壱番屋 ○ × ロースカツ野菜カレー ¥1,000 11:00～21:00 0282-86-5865 若草町624-1 無休 カレー専門店

蕎麦吉本店 ○ お好み２種弁当 ¥750
昼は通常営業

夜は17:00～19:00
0282-86-0407 緑町2-3-2 火曜 そば・うどん店

焼肉志磨屋 ○ × カルビ弁当 ¥1,000 17:30～22:00 0282-86-4580 緑町2-3-2 月曜 焼肉店

いろり焼きBuu ○ ×

もつ鍋専門店のぷるっぷるもつ鍋

食材セット

※ご自宅でもつ鍋が作れるセット

です。

￥1,500～（２人前単

位）
16:00～20:00 0282-86-5529 緑町3丁目1-4 月曜 焼肉店

モスバーガー　おもちゃのまち店 ○ ×
クリームチーズ

テリヤキバーガー
371＋税 9:00～22:00 0282-86-5581 安塚1213-7 無休 ファーストフード

ココス　おもちゃのまち店 ○ × 包み焼きハンバーグ ￥990+税 10:00～24:00 0282-85-1135 北小林1073-4 無休 ファミリーレストラン

ガスト　壬生店 ○ ○ ハンバーグ＆若鳥の唐揚げ弁当 390＋税（別途配達料）
10:00～19:30

10:00～19:00
0282-85-1003 あけぼの町13-11 無休 ファミリーレストラン

ほかほか弁当　おもちゃのまち店 ○ × 激辛しょうが焼き弁当 ¥600 9:00～19:50 0282-86-3288 緑町2-2-6 無休 弁当

本家かまどや　おもちゃのまち店 ○ ○ 幕の内弁当 ¥550
10:00～19:30

10:00～19:00
0282-86-7270 緑町1-22-1 第1・3・5日曜 弁当

うおうお丼丸 ○ × 海鮮丼 ¥540 10:00～21:00 0282-28-6239 緑町2-15-20 篠原マンション1F 第2・4水曜 弁当

南光苑 ○ × 焼肉弁当 ¥2,160 17:00～23:00 0282-86-2726 幸町3-1-15 火曜 焼肉

KensBar ○ × オムライス ¥750 19:00～24:00 0282-82-2756 至宝1-9-13 火曜日 レストラン


