営業自粛要請や店舗状況により営業時
間や定休日、メニューなどに変更があ
る可能性があります。ご注文・お問合
せは各お店へ直接お願いします。(税抜・
税込標記が混在しておりますので直接お店にご確認ください)
この情報は、商工会、飲食店
組合、市内店舗からの協力を
得て、ご提出頂いた情報を基
に記載しています。商工会青
年部が発行しています。

持ち帰り商品を
取り扱うお店→

大仁地区

石井米店

ときわや食堂

一二三荘

たけ

みかどや旅館

タケルクインディチ伊豆

大仁469 /定休 日

大仁456-7 /定休 日

大仁503 /定休 なし

大仁447-1 /定休 不定休

大仁440 /定休 月

吉田126 /定休 月

9:00～19:00

11:00～13:00/17:00～19:00

8:00～21:00

11:30～13:30/17:00～20:00

11:30～14:00

11:30～14:00/17:30～21:00

受付 営業時間内

受付 9:00～10:30/16:30～18:00

受付 営業時間内

受付 10:00～13:30/16:00～19:30

受付 11:30～13:30

受付 10:30～14:00/17:00～20:00

0558-76-1175 0558-76-1258 0558-76-3123 0558-76-0221 0558-76-1722 0558-79-3332
日替り弁当(種類多数)300
円、おぼろ寿司、田舎寿司セッ
ト、おにぎり他
日替り弁当メニューはHP

野菜炒め定食700円、エビ丼、
かつ丼、カレー、イカフライ定食
など多数

HP

300円弁当（内容は都度変更）
ゆで筍、玉子焼き、鮎飯(土日
祝)

揚げ物、丼物（かつ丼など）、一
品料理

弁当内容は問合せを

器持込可能

ひょうたん弥兵衛

とん一食堂

大連

GKB & Village

セントーサ

吉田771-1 /定休 月

田京302-20 /定休 水

田京158-1 /定休 水・木(2.3)

田京195-2 /定休 なし

田京152-1 /定休 なし

11:30～13:30/17:00～20:00

11:00～14:00/17:00～20:00

11：00～18：00

11:00～15:00

受付 9：00～20：00

受付 9:00～19:00

受付 10：30～17：00

受付 営業時間内

鮎塩焼き2本パック1100円

前菜盛合せ800円、パテ、生ハ
ムサラミ盛合せ、軍鶏のロース
ト、ドルチェなど多数

焼肉 蔵
田京264-26 /定休 不定休

餃子工房 ひまわり
宗光寺895-1 /定休 火

【STAY HOME 伊豆】

10:00～18:00

11:00～13:00/17:00～19:00

11:00～14:00/17:00～20:30

SNS利用可能な方は、下記QRから

受付 10：00～17：30

受付 当日10時まで(前日予約推奨)

受付 11:00～20:00

詳細や最新情報をご確認下さい

0558-76-4410 0558-76-3779 0558-76-1155 080-4190-8755 0558-76-6636 0558-76-9998 0558-76-2700
親子丼800円、牛カルビ丼、カ
キフライ弁当、鰺フライ弁当
もも塩焼、ホッケなど一品料理
冷凍・冷蔵商品あり

定食(とんかつ、焼肉、エビフラ
イ)丼物(親子、天丼、スタミナ
丼)麺類(そば、うどん)など

チリソース弁当・かに玉丼 790
から揚げ弁当、豚カツ弁当、日
円、酢豚弁当、チャーハン、焼餃
替り弁当
子など
caféアネックスに直接注文可

HP

店頭販売のお惣菜各種
お弁当、炊き込みご飯

牛ハラミ弁当900円、塩豚バラ
丼800円、モツ煮600円など

黒餃子（にんにく有）、白餃子
（にんにく無）など 6個入り1人
前360円～

直接、店頭へご来店ください

完全予約制

冷凍餃子も販売中

地域おこし
協力隊小山氏
のHPにリンク

長岡地区

POMODORO(ポモドーロ)

だるま寿司

雅々丸

20/5/8付情報

発行10回目

九-いちじく-

彩鶏

旬菜

源氏山

古奈264-4 /定休 月

古奈77 /定休 火

古奈126-8 /定休 月・第3日

古奈142-1 /定休 不定休

古奈422-1マリッチ古奈101/定休 火

古奈31 古奈別荘内/定休 不定休

11:00～14:30/17:00～21:00

11:00～14:00/17:00～20:00

11:30～14：00/17：00～21：00

10:00～17:00(無くなり次第終了)

11:00～20:00

10:00～15:00

受付 営業時間内(LO30分前)

受付 日中のうちに注文を

受付 当日20：00まで予約可

受付 9:00～21:00

受付 10：00～19:00

受付 前日予約のみ15時迄

伊豆の国市内 飲食店緊急応援企画

055-947-4181 055-948-0818 055-948-0321
並寿司1000円～、並チラシ
ナポリピザ1250円～、パスタ、
1300円～、太巻き、のり巻な
から揚げ、プリンなど多数
ど

お弁当500円～
オードブル(カツ類)3000円～
ご相談下さい

ピザ皿持込で100円引

5000円から市内配達可

HP

折箱代100円

HP

HP

配達・持ち帰り対応店舗!!
ステイ ホームタウン!! 地域内消費UP

伊豆の国市商工会青年部

055-948-3064 055-948-5115 055-948-1322
プリン410円～（カラメル・エス
プレッソ・抹茶・3種セット)チー
ズケーキ

焼鳥盛り10本700円、お好み
焼・から揚げ・焼飯各600円な
ど

個数場所により配達応相談

オードブル2～3人前あり

旬菜弁当1000円、二段重ね弁
当2160円、出汁巻玉子500
円、お子様弁当500円
HP

HP

青年部HP

キッチンつくし

朝日屋

en(えん)

鳥栄

古奈366-2 /定休 日・第3月

古奈215-1和光パレス1階/定休 不定休

古奈24-2 /定休 水

古奈422-1 /定休 不定休

古奈78 /定休 火

生そば 橋本
長岡150-4 /定休 火

長岡1318-2 /定休 水

11:00～17:00

11:00～20:00

11:00～15:00

11:30～15:00/17:00～19:30

11:00～13:00/17:00～19:00

11:00～14:00/17:30～21:00

11:30～15:00/17:00～19:00

11:30～14:00/16:30～22:00

受付 9:00～15:00(一部前日予約)

受付 9:00～20:00

受付 前日予約のみ20時まで

受付 営業時間内

受付 当日朝の9時頃迄

受付 営業時間内(LO30分前)

受付 営業時間中(LO15分前)

受付 営業時間内(LO30分前)

中伊豆料理宿

正平荘

美味酒房

古奈256-1 /定休 不定休

ろさん

うを正

055-948-1304 055-947-2484 050-3569-0413 055-948-0435 055-948-4544 055-947-0204 055-948-1262 055-948-0101
カレー弁当・焼肉弁当 各680
鯖の棒寿司1800円(前日予約)
ソースかつ丼弁当1200円(当日 円、日替弁当750円、ろさん弁
12時迄)
当1000円～ など
HP

ねむの木
長岡128-18 /定休 火

料理リクエスト承ります
創作割烹

おおた

長岡404-10 /定休 不定休

チャーシュー丼850円、チャー
天丼、かつ丼、親子丼、桜えび
シュー350円、カレー750円な 天丼、かき揚げ丼、開花玉子丼
ど
など
「ラーメン土筆」でFacebook検索
旬彩遊膳 た奈か
長岡169-7 /定休 水・木(1.3)

から揚げ弁当、生姜焼き弁当、
日替り弁当 各300円

古奈地区2個から配達応相談

ひょうたん寿司

食彩

長岡124-1 /定休 木

あら川

焼鳥各種、鳥そぼろ丼650円、
から揚げ12個1000円、親子
丼など

天ざる、かき揚げ天ざる、折箱
そば、天丼、かき揚げ丼、かつ
丼、天ぷら各種など

寿司各種900円～、海鮮丼、チ
ラシ寿司、うな丼2800円～

詳細は検索

持ち帰り1つにつき100円引

うなぎパック50円

たぐみcafé

長岡1349 /定休 月(月2回火)

長岡169-7 /定休 月・火(1.3.5)

8:30～20:00

11:00～14:00/16:30～20:00

16:00～19:00

11:30～14:00/16:30～20:00

11:00～18:30

11:00～17:00(時間帯応相談)

受付 8:30～19:00

受付 9：00～（夜の分は13時まで)

受付 16:00～18:00(玉手箱 前日予約)

受付 8：00～19：30

受付 9:30～16:00

受付 11:00～16:00

055-947-2272 055-947-1115 055-947-4555 055-948-0733 055-947-1291 055-948-5808
オムライス700円、焼肉弁当
680円、ハンバーグ、から揚
げ、ミックスフライなど

すき焼き弁当、ハンバーグ弁
当、焼魚弁当 各800円

近場のみ2個から配達応相談

長岡周辺3個から配達可

おかずの玉手箱（大3700円 小
2600円） 旬彩弁当（大2100円
小1200円）
器持参で5％引き

HP

海老天丼1200円、鰻弁当
にぎり、丼物、巻物、刺身盛合せ
1800円、日替弁当600円、牛
（静岡なびっちで検索）
すじカレー(ルー冷凍)

オムライス、季節のメニュー、ゆ
り弁(肉or魚orお任せ)、レモン
ケーキなど
HP

パック有料

3000円から配達可(前日予約のみ)

HP

個数場所により配達応相談(前日予約のみ)

HP

〇各自、食品の取り扱いには十分に注意して下さい。
店舗が指定する賞味期限や保存方法を必ず、厳守して
下さい。暑くなってきましたのでお気をつけ下さい。

地元の美味しいものが食べたい!!
長い外出自粛が続く中、
気持ちも体力も低下気味のあなたへ
おうち飯で元気になろう
続きは裏面へ

酒房 めい
長岡253-1 /定休 水

持ち帰り商品を
取り扱うお店→

11:00～14:00/16:00～19:00

受付 9：00～18：00

韮山地区

串特急 伊豆長岡店

町重商店

長岡169-7 /定休 なし

長岡1047-6 /定休 水

11:00～20:00

12:00～18:00

受付 10:00～19:00

ぱすた屋 REB

HASHARO BEER STAND

パプリカフェ

南條728-1 /定休 月・日(夜)

南條728-5 /定休 水

南條217-5 /定休 不定休

11:30～14:30/18:00～20:00

受付 営業時間内(早めに注文を)

受付 11:30～20:00

12:00～19:00

炭火やきとり

11:30～18:00

受付 営業時間内

鳥道楽

南條1657 2階 /定休 月
金土日13:00～19:00(平日15時～)

HP

受付 9:00～14:00

受付 12：00～18：30

SNS利用可能な方は下記QRか
ら詳細や最新情報をチェック

090-3530-3976 055-946-0855 055-948-0208 055-949-8867 直接ご来店ください 090-1292-4323 055-949-9239

【STAY HOME 伊豆】

カニクリームコロッケ弁当700
円、焼ちゃんぽん、お好み焼き、
焼魚弁当など多数

ワンコイン丼各種500円
串揚げ盛り6本690円、おつま
みセット1000円など

刺身盛合せ、手巻き用盛合せな
どご相談ください

パスタ780円～ カップサラダ
150円、カレー850円など多
数

反射炉ビア(ボトル、サーバー
ビール)おつまみセット、メンチ
カツなど

オムライスセット1000円、ロー
ストビーフ丼、お好み弁当600
円～

受取1時間前までに注文

消費税8％ + 容器代2％

メニュー例 検索

メニュー詳細HP検索

グラウラー販売予定

長岡駅周辺配達応相談(前日予約のみ)

地域おこし協力隊
小山氏 HPにリンク

パブリックコンパ

祭

とり西

南條1657 /定休 月

居酒屋

南條750-1 /定休 月・第3日

藤

たいやきカフェスタンド

南條1651-1 /定休 月

Tanagocoro

HP

陣中 いし井
南條572-8 /定休 水

南條547-12 /定休 月

お食事処

桜ばな

中華亭

与太呂
四日町284-1 /定休 日・月

寺家112-15 /定休 水

寺家130-11 /定休 木
11:30～14:30/17:30～20:00

受付 営業時間内

11:00～19:00

11:00～14:00/16:00～19:00

11:00～18:00

11:30～12:30

11:30～18:00

11:30～14:00/17:30～20:00

受付 12：00～18：30

受付 8：00～21：00

受付 9：00～17：00

受付 営業時間内(数量限定)

受付 11:30～17:30

受付 営業時間内

炭火焼き鳥 一律150円（鳥も
も・皮・手羽先・豚・カシラなど)

16:00～20:00

055-949-9239 055-949-6858 055-949-3933 055-957-0302 直接ご来店ください 055-949-5350 055-949-3360 直接ご来店ください
から揚げ350円、チキンカツサ
ンド550円

焼鳥弁当1200円、から揚げ弁
当500円、そぼろ弁当700円

店頭での購入も可能

焼鳥単品あり

食事処 源氏
四日町230-7 /定休 水

海鮮丼、鉄火丼、つみれ揚げ、
焼鳥盛合せ ほか多数
HP

HP

煮込み手ごねハンバーグのロコ
モコ丼、タコライス丼、ユーリン
チー丼、たい焼きなど
ドライブスルー対応可

えび天丼、生そば、天ぷら持ち
合わせなど

HP

鳥のから揚げ・レバニラ炒め各
600円、ハンバーグ、メンチカ
ツなど

餃子5個600円、炒飯、回鍋
肉、中華丼、焼きそばなど

メニュー多数

お皿持参・折箱50円

HP

HP

重寿司

廣寿司

華々

蔵屋鳴沢 ほむら

たもっちゃん

代官屋敷

四日町284-2 /定休 月・火

四日町240-7 /定休 火

中726 /定休 火

中272-1 /定休 不定休

奈古谷355-3 /定休 月

韮山山木142-1 /定休 年末年始

11:30～19:00

12:00～19:30

11:00～13:30/16:00～18:00

11:00～14:00

10:30～17:00(持ち帰りのみ営業)

9:00～18：30

11:00～17:30

受付 営業時間内

受付 9：00～19：00

受付 10:00～12:00/16:00～17:00

受付 営業時間内

受付 10：00～16：30

受付 営業時間内

受付 10:00～16:00

055-949-2925 055-949-3000 055-949-1170 055-949-4004 055-949-1208 055-949-0982 055-949-4866
うな重 並(半身)1900円
上(一匹)3200円

並寿司(にぎりorチラシ)1000
ちらしランチ750円、にぎり各
円～、刺身盛合せ1500円、
種1100円～
ミックスフライなど

パック無料

盛合せは予算により対応可
韮山地区

配達をしている
お店→
時間帯や内容に変
更がある可能性が
あります。直接、
各お店にお問合せ
ください。

チャーハン弁当、酢豚弁当、エ
ビチリ弁当 700～900円

折代金50円、パック大100円

ポークカレー800円、カツカ
レー、ピザ、牛しぐれ煮丼など
オードブル2200円～

一句石（中1360）

廣寿司（四日町240-7）

代官屋敷（韮山山木142-1）

最少 5人前/定休 不定休

最少 3人前/定休 火

10:00～18:00

11:00～13:00/16:00～18:00

最少 要相談/定休 年末年始
11:00～17:30

受付 前日12時まで

受付 10：00～12：00

受付 10:00～16:00

配達ｴﾘｱ：伊豆の国市内

配達ｴﾘｱ：旧韮山町内（ほ

（ほか相談）

か相談）

配達ｴﾘｱ：要相談

長岡地区

コロッケ、メンチカツ、チキンカ
ツ、串揚げ他多数 各110円
コロッケ弁当（前日予約のみ）

うを正（長岡1318-2）

海老天重・かつ重・ソースかつ
重・生姜焼き重 各1000円 半
生そば、一品料理 多数
メニュー詳細HP

HP

みんな～ん♪
また
ひと踏ん張り
頑張ろうね!!

ひょうたん寿司（長岡124-1）

だるま寿司（古奈77）

源氏山（古奈31）

最少 1人前/定休 木

最少 3人前/定休 火

12:00～14:00/17:00～21:30

11:30～14:00/16:30～20:00

11:00～14:00/17:00～20:00

最少 2000円/定休 不定休
10:00～15:00

受付 営業時間内(LO30分前)

受付 8:00～14:00/16:00～19:30

受付 日中のうち注文受付

受付 前日予約のみ15時まで

最少 1500円/定休 水

配達ｴﾘｱ：長岡区内（ほか相 配達ｴﾘｱ：旧伊豆長岡町

内（ほか相談）

談）

配達ｴﾘｱ：古奈・長岡・富士見・

小坂・南江間・長岡駅周辺

配達ｴﾘｱ：伊豆の国市内
（ほか相談）

055-949-3097 055-949-1170 055-949-4866 055-948-0101 055-948-0733 055-948-0818 055-948-1322
民宿のまかない弁当540円、
にぎり寿司、巻物、チラシ寿司
幕の内弁当980円、おもてなし
など 詳細はお問合せください
2段弁当2200円

海老天重・かつ重・生姜焼き重
各1000円、半生そば、一品料
理など 詳細はHP検索

大仁地区

寿司各種、うなぎ各種、丼物各
種 詳細はHP検索

ろさん（古奈366-2）

最少 10個/定休 不定休

最少 1500円/定休 なし

最少 2000円/定休 日・第3月

最少 1500円/定休 水

最少 5個/定休 月

11:30～（応相談)

10:30～14:00/16:00～19:30

11：00～20：00

11:00～14:00/17:00～20:00

11:00～20:00(昼時要相談)

16:00頃

12:00～16:00

受付 9:00～15:00(一部前日予約)

受付 10:30～19:30

受付 9：00～20：00

受付 営業時間内

受付 9:00～20:00

受付 9:00～19:00

受付 前日予約(一部3日前予約)

配達ｴﾘｱ：伊豆の国市内

配達ｴﾘｱ：伊豆の国市内

（ほか相談）

（一部配達ｴﾘｱ外）

配達ｴﾘｱ：要相談

とん一食堂（田京302-20） ひょうたん弥兵衛（吉田771-1）

にぎり、丼物、巻物、刺身盛合せ
並寿司1000円～、並チラシ
など 詳細は「静岡なびっち」で
1300円～、太巻1400円など
検索

宅配寿しあらいそ（古奈507-2）

ランチメニュー(平日・土のみ)
にぎり1～5人前、単品料理な
ど

ろさん弁当1000円～、オード
ブル2000円～、各種弁当など

一二三荘（大仁503）

【FMいずのくに】

最少 要相談/定休 日

最少 1000円/定休 なし

コロナ対策や状況に
ついて情報発信中

配達ｴﾘｱ：田京・三福・御

配達ｴﾘｱ：大仁・吉田・中

門・白山堂（ほか相談）

島・三福・田京（ほか相談） 島・神島（ほか相談）

定食(とんかつ、から揚げ)丼物
(玉子丼、天丼)麺類(そば、うど
ん)など多数

弁当(生姜焼き、牛カルビ、鰺フ
ライなど)一品料理(から揚げ、
もも塩焼など)

旬菜弁当1000円、2段重ね弁
当2160円、お子様弁当500
円など

石井米店（大仁469）

配達ｴﾘｱ：大仁・吉田・中

配達ｴﾘｱ：旧大仁町内（ほ
か相談）

055-948-1304 055-947-5577 055-947-2484 0558-76-3779 0558-76-4410 0558-76-1175 0558-76-3123
12時迄)

ぬえ左衛門も
自宅待機中。
美味しそうだぬ～♡
早速注文するぬん

HP

正平荘（古奈256-1）

鯖の棒寿司1800円(前日予約)
ソースかつ弁当1200円(当日

焼鳥、魚料理、肉料理、揚物、お
好み焼、チャーハン ほか

日替り弁当300円、おぼろ寿
司などの弁当類と合わせて
米・一般食品など

300円弁当、玉子焼き(前日12
500～700円弁当(3日

時迄)
前迄)

みんなで協力して
命と地域を守るぬん

この情報は、商工会、飲食店
組合、市内店舗からの協力を
得て、ご提出頂いた情報を基
に記載しています。商工会青
年部が発行しています。

