
住所▶篠塚 2055-5　定休日▶水曜日・木曜日

注文受付時間▶前日午後８時まで／当日午前 10 時まで

注文個数▶１個から 100 個まで

メニュー▶ちらし弁当（1,000 円）、幕の内弁当（1,000 円）

　　　　　からあげ弁当（500 円）、もりそば弁当（600 円）

使用容器▶使い捨て容器

出前可能時間▶午前 10 時～午後２時／午後５時～午後８時

出前可能範囲▶店舗からおよそ 15 分以内　

出前条件▶２個以上から

「邑楽日和を見た」で特典▶ふりかけサービス！

ＨＰ・ＳＮＳ▶店舗ＨＰ・Instagram 有

お店より一言▶すし、和食、手打ちそば、うどんあり。これからも新しい

お弁当を考案していきます。

ジャンル

和食
しのづか陣屋
☎88-5389／ FAX88-5399

（税込み）

住所▶明野 23-9　定休日▶不定休

注文受付時間▶午後１時～午後６時　注文個数▶１個から

メニュー▶チョコバナナ生クリーム（400 円）

　　　　　ストロベリー生クリーム（400 円）

使用容器▶使い捨て容器

出前可能時間▶午後１時～午後６時

出前可能範囲▶店舗からおよそ 20 分以内

出前条件▶クレープ 20 枚以上から

ＨＰ・ＳＮＳ▶Facebook・Twitter・LINE・  Instagram 有

お店より一言▶ココアの入った黒いクレープ！

ジャンル

洋食
ボブズクレープ
☎080-1305-0009

（税込み）

お持ち帰りと
出前のできるお店

住所▶中野 2744-4　定休日▶月曜日、第２・４火曜日

注文受付時間▶午後３時～午後 10 時

注文個数▶１個から 20 個まで　

　　　　※商品によります。

メニュー▶自家製麦豚チャーシュー丼（850 円）、

　　　　　チャーハン（650 円）、焼きギョーザ（227 円）、

　　　　　冷凍ギョーザ（216 円）

使用容器▶使い捨て容器

ＨＰ・ＳＮＳ▶店舗ＨＰ・Facebook・LINE・Instagram 有

お店より一言▶その他一品料理もお持ち帰りできます。

ジャンル

中華
麺ＰＡＯ
☎88-8718

（税込み）

住所▶中野 2825-3　定休日▶月曜日

注文受付時間▶前日のお昼まで（店舗に要確認）

注文個数▶１個から 50 個まで

メニュー▶唐揚弁当（500 円）、焼肉弁当（500 円）、

　　　　　日替わり幕の内弁当（600 円）

使用容器▶使い捨て容器

出前可能時間▶午前 11 時 30 分～午後１時／午後５時～午後７時

出前可能範囲▶邑楽町内に限る　出前条件▶要相談　５個以上から

「邑楽日和を見た」で特典▶唐揚弁当 10 個以上の注文で唐揚弁当

　　　　　　　　　　　　１個無料サービス！

お店より一言▶手作り、国産にこだわり、一食一食心をこめてお客様

のニーズに合わせ、オーダーメイド。

ジャンル

和食
居酒屋 美咲
☎88-8420（090-4429-3465）

（税込み）

お持ち帰りできるお店

住所▶篠塚 1625-27（リカーパークシーザー内）

定休日▶月曜日・火曜日

注文受付時間▶常時受付／前日午前 11 時～午後６時　※要相談

注文個数▶１個から 10 個まで（前日予約の場合は 10 個以上も可）

メニュー▶【４月 25 日～５月６日販売】こども幕の内弁当（350 円）

　　　　　【５月８日～販売】からあげ幕の内弁当（650 円）、

　　　　　　　　　　　　　 自家製カレー弁当（500 円）

使用容器▶使い捨て容器

出前条件▶注文が少ない日のみ可能（店舗へ要相談）

出前可能時間▶要相談　　出前可能範囲▶要相談　　

ＨＰ・ＳＮＳ▶店舗ＨＰ・Facebook・Instagram・LINE 有

お店より一言▶５月８日からＯＰＥＮのお店です。４月 25 日から

５月６日まではママお助け企画として「こども食堂（弁当）」を開設します。

ジャンル

弁当
シーザーズカフェ＆デリ
☎88-2640（090-6193-1563）／ FAX88-3944

（税込み）

住所▶狸塚 1166-5　定休日▶水曜日

注文受付時間▶午前 10 時～午後２時

注文個数▶１個から 20 個まで　

メニュー▶そば弁当（650 円）

　　　　　※５月 31 日まで 600 円！

使用容器▶使い捨て容器

「邑楽日和を見た」で特典▼

10% 増量サービス！

ＨＰ・ＳＮＳ▶Facebook 有

お店より一言▶自家製粉十割そばです。

ジャンル

そば
手打ち蕎麦真心
☎88-8889 ／FAX88-8889

（税込み）

まこと

住所▶狸塚 1620-1　定休日▶なし

注文受付時間▶随時

注文個数▶１個から 100 個まで

メニュー▶牛丼（398 円）、

　　　　　ざるそば（330 円）、

　　　　　スパゲッティナポリタン（370 円）

使用容器▶使い捨て容器

お店より一言▶新鮮、おいしい、

　　　　　　　24 時間いつでも。

ジャンル

コンビニ

セブンイレブン
邑楽篠塚店
☎89-0015 ／FAX89-0015

（税込み）

「邑（むら）ごはん」は、新型コロナウイルス感染症の拡大で、大きな影響を受けている

邑楽町内の飲食店の皆さんから、出前や持ち帰りをしようという企画です。４月 29 日現在、

このチラシに掲載してある店舗が参加しています。町民の皆さん、ぜひ、ご利用ください。

今後も皆様へは、随時店舗情報をお伝えしていきます。「邑ごはん」へのお問い合わせは、

役場商工振興課（☎47-5026）へ。
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住所▶篠塚 1805-1　定休日▶月曜日

注文受付時間▶午前 11 時～午後７時

注文個数▶１個から

メニュー▶ラーメン（572 円）

　　　　　焼きギョウザ（399 円）

　　　　　冷凍ギョウザ（388 円）

使用容器▶使い捨て容器

「邑楽日和を見た」で特典▼

焼きギョウザのみ１人前 50 円引き！

お店より一言▼

ご家庭で麺龍のラーメンとギョウザが味わ

えます。レシピをお渡しいたします。

ジャンル

ラーメン
麺龍
☎80-9590 ／FAX80-9590

（税込み）

住所▶篠塚 1478-2　

定休日▶木曜日、第２水曜日

注文受付時間▶午前 10 時～午後１時 30 分

　　　　　　　午後５時～午後７時

注文個数▶１個から

メニュー▶うなぎ弁当（2,130 円）

　　　　　上うなぎ弁当（2,860 円）

　　　　　ロースかつ重（840 円）

　　　　　桜鳥唐揚弁当（880 円）

使用容器▶使い捨て容器

「邑楽日和を見た」で特典▼

各種弁当 50 円引き！

お店より一言▼

指定の時間に合わせて、できたてをご用意い

たします。

ジャンル

和食
大黒屋
☎88-7363

（税込み）

住所▶新中野 25-4

定休日▶火曜日、第１・３水曜日

注文受付時間▶午前 11 時～午後２時

　　　　　　　午後５時 30 分～午後７時

注文個数▶１個から上限個数要相談

メニュー　　　▼

とりてり焼き親子弁当（999 円）

使用容器▶使い捨て容器

ＨＰ・ＳＮＳ▶Instagram 有

お店より一言▼

ボリューム満点洋食弁当です！ぜひご賞味く

ださい。

ジャンル

洋食
ちいさなレストラン
Ｏｋａｎｏｉｅ
☎88-6466 ／FAX88-6466

（税込み）

住所▶中野 4550-3　定休日▶木曜日

注文受付時間▶常時受付

注文個数▶１個から

メニュー▶マルゲリータ（550 円）

　　　　　揚げピザ（400 円）

使用容器▶使い捨て容器

「邑楽日和を見た」で特典▼

ピザ購入の方に限り、ゆずソーダ（300 円 )

が、なんと 100 円に！

ＨＰ・ＳＮＳ▶店舗ＨＰ・Facebook・　　　

　　　　　　Instagram 有

お店より一言▼

ホールピザ・揚げピザ・スイーツピザを始め

クリスピーチキンなどサイドメニューもあり

ます。

ジャンル

洋食
るべりえ
☎70-2321 ／FAX70-2321

（税込み）

ジャンル

焼肉
座・焼肉・らーめん
はなまる ☎89-1744

住所▶新中野 2-4　

定休日▶水曜日、第１・３木曜日（変更あり）

注文受付時間▶午後６時 30 分～午後 10 時

注文個数▶１個から数個まで

メニュー▶チャーハン（650 円）

　　　　　野菜いため（550 円）

おうちではなまる焼肉セット（1,500 円～）

使用容器▶使い捨て容器

お店より一言▼

旨い！安い！！はなまるをご家庭でも♡

（税込み）

住所▶篠塚 1806-1　　定休日▶なし

※雨、風の強い日は駐車場での販売は休み。

注文受付時間▶【駐車場販売】

　　　　　　　午前 11 時～午後７時 30 分

　　　　　　　【店内メニューお持ち帰り】

　　　　　　　午前 11 時 30 分～午後８時

注文個数▶【駐車場販売】１個から５０個まで

　　　　　　【店内メニューお持ち帰り】

　　　　　１個から１２個まで

メニュー▶広島焼（400 円）、神戸オムソバ（400 円）

　　　　　 牛もつ焼（500 円）、店内お持ち帰り

　　　　　　メニュー 21 種類（582 円～）

使用容器▶使い捨て容器

「邑楽日和を見た」で特典▶店内メニューお

持ち帰りでポテトフライサービス！

お店より一言▶駐車場で販売してますので店

内に入らず買えます。神楽のお好み焼きを家

でご賞味ください。

ジャンル

和食
お好み焼き神楽
☎61-3180

（税込み）

ジャンル

和食
宴会・お好み焼き
うちだ ☎88-2278

住所▶篠塚 1400-4　定休日▶月曜日

注文受付時間▶午前 11 時 30 分～午後８時

注文個数▶１個から

メニュー▶各種お好み焼き（600 円～）

　　　　　馬刺し（500 円）

使用容器▶使い捨て容器

邑楽日和を見た」で特典▶お会計５％オフ！

ＨＰ・ＳＮＳ▶Twitter 有

お店より一言▼

Twitter（@oko_uchida）にメニュー掲載して

います。

（税込み）

お持ち帰りできるお店

住所▶光善寺 257-7　定休日▶火曜日

注文受付時間▶午前 10 時～午後６時 30 分

　　　　　　※予約は前日から受付。

注文個数▶１個から無制限

メニュー　　　▼

ソフトバウム（ホール）４種（各 1,296 円）

ハードバウム（ホール）　（1,490 円）

カットバウム５種（各 200 円）

チーズインバウム（270 円）

使用容器▶使い捨て容器

ＨＰ・ＳＮＳ▶店舗ＨＰ・Facebook・

　　　　　　Instagram 有

お店より一言▼

邑楽町産のお米を使った米粉をふんだんに使

用し、しっとりとした食感が特徴のバウムクー

ヘンをぜひご賞味ください。

ジャンル

洋菓子
ＢＡＵＭＥＮ
ＢＲＯＴＨＥＲＳ
☎56-4032 ／FAX56-4032

（税込み）

住所▶赤堀 512-1　

定休日▶月曜日

注文受付時間▶電話予約でお願いします。

メニュー▶かつ丼（734 円）

　　　　　海老天丼（950 円）

使用容器▶使い捨て容器

お店より一言▼

ジャンボ海老フライ、ヒレカツぜひご賞味く

ださい。

ジャンル

和食
食事処 高松
☎88-3121

（税込み）

現在も参加いただける店舗を募集し

ています。お気軽にご相談ください。

「邑ごはん」へのお問い合わせは、

役場商工振興課（☎47-5026）です。


