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板倉町の飲食店を応援しよう！

テイクアウトや出前に

対応した板倉町内の

飲食店情報を紹介します。

第２弾

ソーシャルディスタンス

を保ちましょう。

入店前、入店後の手指の

消毒をお願いします。

お食事以外はマスク着用

をお願いします。

お店をご利用の際は感染予防対策をお願いいたします。

ストップコロナ！対策認定店

新型コロナウイルス感染症対策を行っている
安心安全な店舗です。



老 沼 家

🏡 板倉町大字板倉2326

☎ 0276-82-0712

🕐 時間 11:00～17:00

定休日 日曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

焼きそば 250円～

肉焼きそば 350円～

煮込おでん 250円～

みそおでん 150円～
ワンコインでおなかいっぱい

懐かしい雰囲気のお店へ是非！

なまず天ぷら

なまず天重

うな重 うなぎのかば焼き

小 林 屋

🏡 板倉町大字板倉2335

☎ 0276-82-0032

🕐 時間 11:00～16:30

定休日 水曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

なまず天ぷら1枚 314円

なまずたたきあげ1ケ 59円

うなぎかば焼 1816円～

うな重 1964円～

うどんCaféはらだ

🏡 板倉町大字板倉1640

☎ 0276-82-0997

🕐 時間 11:00～14:00

定休日 水曜日・日曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

冷汁うどん 800円・肉汁うどん 900円

かけうどん 600円・もりうどん 600円

かきあげ 200円・しょうがの天ぷら 150円

ハンドドリップ珈琲 540円・アイス珈琲 600円

林 屋

🏡 板倉町大字板倉2337

☎ 0276-82-0031

🕐 時間 10:00～17:00

定休日 不定休

～テイクアウトメニュー(税込)～

うな重 2300円・うなぎのかば焼き 2200円

なまず天ぷら 700円・なまず天丼 900円

えび天丼 900円

※電話予約をして頂ければ時間外でも対応します。



お ぎ 乃 家

🏡 板倉町大字板倉4227-4

☎ 0276-82-1684

🕐 時間 11:30～14:00

17:00～21:00

定休日 水曜日

～テイクアウトメニュー（税込）～

400円～

丼物・揚げ物・焼きそば・定食・弁当

※出前できます。

和膳処 あぶらや
🏡 板倉町大字内蔵新田126-4

☎ 0276-82-0699

🕐 電話受付時間11:00～14:00

17:00～21:00

定休日 水曜日・第2火曜日

～テイクアウトメニュー～

ピザ・釜飯

揚げ物各種他

※詳しくは

ホームページを

ご覧ください。

「和食店が手掛ける本格ナポリピッツァ」27cm

生地からこだわった本格派！表面はカリッ！中はモチモチ！厳選した素材

を乗せて一枚一枚丁寧に石窯で焼き上げています。

「明太子と焼き餅のピッツァ」1080円（税込み）

（※この商品は店内でもお召し上がり頂けます。）

あぶらや

LINE公式

アカウント

ロ ポ ン

🏡 板倉町朝日野3-8-8

☎ 0276-55-4525

🕐 時間 10:30～17:30

定休日 日・月曜日（不定休あり）

不定休に関してはｱﾒﾌﾞﾛ ﾛﾎﾟﾝにのせます。

～テイクアウトメニュー～

ベーグル 280円＋税

キッシュ 400円＋税

ドリンク・ケーキ

※ベーグル・キッシュは

日替わりで5種類位あ

ります。

まーちゃんラーメンや
🏡 板倉町大字板倉2320

☎ 0276-82-2088

🕐 時間 11:00～14:00

17:00～20:00

(デリバリーも20:00まで）

定休日 木曜日

～テイクアウトメニュー（税込）～

ギョーザ 400円・もつ煮 500円

カレーライス 700円・チャーハン 650円

チャーシュー丼 800円

ネギチャーシュー丼 800円



パルム・ドール
🏡 板倉町朝日野1-5-12

☎ 0276-82-5425

🕐 時間 10:00～19:00

定休日 水曜日(祝日の場合は営業)

～テイクアウトメニュー(税込)～

ショートケーキ 390円～

焼菓子 140円～

パルムロール1本 750円

（土日祝日限定）

お誕生日や記念日などのデコレーション

ケーキも承ります。 甘さ控えめ、素材の味をいかして上品な味にこころがけています。

川魚郷土旬菜 うおとし

🏡 板倉町大字板倉903

☎ 0276-82-0054

🕐 時間 11:00～15:30(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ14:30)

16:30～20:30(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ19:30)

定休日 火曜日

～テイクアウトメニュー～

なまず天重750円＋税

えび天重800円＋税・うな重2440円＋税

※すべてのﾒﾆｭｰがﾃｲｸｱｳﾄ・宅配可。

※詳しくはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを検索してください。

手打ちラーメン 栄楽

🏡 板倉町大字板倉2218-1

☎ 0276-82-0718

🕐 時間 11:00～14:30

17:00～20:00

定休日 月曜日

～テイクアウトメニュー～

オードブル 1800円＋税～

炒物・揚げ物・一品料理・ご飯物

※出前メニューは当店にてご確認ください。

※出前承ります。

は す み
🏡 板倉町大字板倉1248-3

☎ 0276-82-0147

🕐 時間 11:00～14:00

定休日 火曜日

～テイクアウトメニュー（税込）～

天重 800円・天丼 650円・かつ丼 700円

アナゴ天丼 650円・キス天丼 600円

もりそば・もりうどん 各500円

うな重 1400円

(うな重に限り前日までの予約、2人前から
承ります。)



みっちゃんの福耳餃子

🏡 板倉町大字板倉1143-1

☎ 0276-82-0337

090-4027-8881

🕐 時間 10:00～19:00

定休日 日曜日・月曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

餃子・しそ餃子 各380円

チーズ餃子 530円

肉餃子 430円・梅餃子 530円

手打ちらあめん 一休

🏡 板倉町大字海老瀬4085

☎ 0276-82-5595

🕐 時間 11:30～14:00

17:00～21:00

定休日 月曜日・第3火曜日

～テイクアウトメニュー～

餃子 380円・しそ餃子 420円

野菜炒め 580円・唐揚げ 520円

イカフライ 630円

アジフライ 520円

カフェだいにんぐTiiDa
🏡 板倉町大字海老瀬4857-1

☎ 0276-78-7658

🕐 時間 11:30～15:00

定休日 月曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

ミートボールのトマト煮込10個 500円

特製コロッケ1個 150円 油淋鶏1個 150円

鶏塩竜田揚げ1個 150円

無添加手作りロールケーキ

丸ごと1本(7カット) 2000円

（事前に予約が必要です。）

無添加手作りロールケーキ

ドリンクセット 580円(お好きなドリンクとケーキのセット)

ランチセット 300円(ランチ利用のお客様は紅茶が付いてお得です。）

古民家カフェブランドゥブラン

🏡 板倉町大字籾谷1587

☎ 0276-82-3262

🕐 時間 11:00～14:00

定休日 水曜日・第3火曜日

～テイクアウトメニュー（税込）～

ナポリタン 830円・カレーライス 930円

ピザトースト 450円

カレートースト 450円

ガトーショコラ 400円

ベイクドチーズケーキ 400円
ピザトースト

ナポリタン

カレートースト



そば処 勘兵衛
🏡 板倉町大字岩田甲2346-5

☎ 0276-82-1824

🕐 時間 10:30～13:00

定休日 月曜日・第2日曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

天もりそば又はうどん弁当1250円

イナリ（10ケ）1000円

カラアゲ（5ケ）600円

もつ煮込み（1人前～）600円

牛丼（みそ汁付）800円

天丼（みそ汁付）850円

大 月 寿 し
🏡 板倉町大字板倉1296-3

☎ 0276-82-0222

🕐 時間 11:30～13:30

17:30～20:00

～テイクアウトメニュー(税込)～

まぐろ丼（20食限定）750円

唐揚げ丼・その他弁当 各550円～

握り・ちらし寿し 各1300円～

巻物いろいろ

※事前のご予約で待ち時間ありません。

※出前できます。

福 田 屋

🏡 板倉町大字西岡新田409-2

☎ 0276-58-2622

🕐 時間 11:00～14:00

17:00～19:00

定休日 火曜日・月曜日夜

～テイクアウトメニュー(税込)～

からあげ１コ 160円・からあげ5コ 770円

そば・うどん・定食類ほぼ持ち帰り可能

※当店に電話してください。

※出前やってます。

唐揚げ定食

カレーうどん

カツ丼

食 堂 た か せ

🏡 板倉町大字飯野1913-1

☎ 0276-82-0754

🕐 時間 11:00～14:00

17:00～20:00

定休日 火曜日・水曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

魚フライ定食・イカフライ定食 各750円

生姜焼き定食・とんかつ定食 各850円

チャーハン・カツ丼・中華丼 各600円

ヤキソバ（ソース・塩・しょうゆ）各600円

魚フライ定食

ヤキソバ(塩)



まんじゃあれ

🏡 板倉町朝日野1-17-5

☎ 0276-82-5131

🕐 時間 11:30～13:30

17:30～18:30

定休日 月曜日

～テイクアウトメニュー～

ピザ

テイクアウトのみ全品1100円(税込)

※宅配不可

呑喰処 しゅう

🏡 板倉町朝日野1-17-6

☎ 0276-82-5188

🕐 時間 17:00～20:00

定休日 火曜日

～テイクアウトメニュー～

もつ煮(容器付)500円＋税

馬刺1人前 1000円＋税

石焼ビビンバ1人前700円＋税

焼とり各種

※詳細はお店のホームページをご覧ください。

し ゅ う HP

ダイニングなごみ

🏡 板倉町朝日野3－8－6

☎ 0276-82-5153

🕐 時間 18:00～23:00

定休日 日曜日

～テイクアウトメニュー(税込)～

ピザ 1800円

オムソバ 600円

からあげ 400円

焼きそば 600円

吞み食い処 せぶん
🏡 板倉町朝日野2-5968-54

☎ 0276-82-4652

090-4439-4492

🕐 時間 17:00～23:00

ラストオーダー 22:00

定休日 日曜日・祝日

～テイクアウトメニュー～

チーズ入りオムレツ 450円

お好み焼風ねぎ焼き 500円

つくね 160円（2本～たれ・塩）他

※事前のご予約で待ち時間ありません。

つ く ね



※各店舗の時間はテイクアウト可能な時間です。

※掲載以外のメニューがあるお店もあります。

野 沢 家

🏡 板倉町大字大高嶋 高鳥天神様前

☎ 0276-82-1018

🕐 時間 10:00～18:00

定休日 不定休

～テイクアウトメニュー(税込)～

天丼・カツ丼・親子丼 各650円

小魚煮 各種パック詰 1080円～

※注文は当日午前10:00まで

小魚煮
カツ丼

親子丼天丼

Ｙショップ みやたや
🏡 板倉町大字大高嶋1605-3

☎ 0276-82-0155

090-8345-2538

🕐 時間 8:00～18:00

※注文は当日午前10:00まで

定休日 日曜日・水曜日午後

～テイクアウトメニュー（税込）～

ソースカツ丼420円・チーズからあげ丼420円

親子のり丼420円・チキンカツ弁当450円

塩サバ弁当430円・からあげ弁当470円

日替わり弁当520円（数量限定）

令和3年3月1日発行
産業振興課 商工誘致推進室 商工観光係

板倉町の飲食店を応援するのは私たちです！

今こそテイクアウトして、お店の味をいただきましょう！


