
愛菜弁当

●からあげ弁当（550円）
●ハンバーグ弁当（500円）
●焼肉弁当（600円）
※お昼時は大変混雑いたしますので、お電話にて
予約してからのご来店をおすすめします。

☎287-7353 🏠船場207-1
定休日 日曜・祝日
予約 要/当日も可
予約時間 9:00-13:30
お持ち帰り 10:00-13:30 ☆からあげ弁当

お食事処 ちとせ弥

●ちとせ弥カレー（500円）
●日替わり弁当（500円）
●牛もつ煮（500円）

☎287-1977 🏠舟石川駅東2-22-29-B
定休日 土曜・日曜・祝日
予約 要/前日まで
予約時間 9:00-14:00
お持ち帰り 10:30-13:00 ※配達は12:00まで

☆牛モツカレー

みのり寿司

●のり巻きいなり（600円）
●にぎり寿司（1,000円）
●上にぎり寿司（1,600円）
※お渡し時間はお電話にてお伝えいたします。

☎283-2628 🏠村松2021-2
定休日 不定休
予約 要/当日も可
予約時間 10:00-13:00
お持ち帰り 11:30-12:00/16:00-18:00 ☆にぎり寿司



うどん市 村松店

●とり天弁当（500円）
●市天弁当（580円）
●えび天弁当（690円）

☎287-2310 🏠照沼30-4
定休日 年中無休
予約 10個以上は要/前日まで
予約時間 10:00-15:00
お持ち帰り 11:00-14:30

☆市天弁当

手作り弁当 華清

●やきにく弁当（500円）
●ハンバーグ弁当（500円）
●幕の内弁当（500円）

☎282-8848 🏠白方230-1
定休日 日曜
予約 要/当日も可
予約時間 当日5:00-9:00/前日 5:00-18:00
お持ち帰り 11:00-12:40 ☆やきにく弁当

やんしゅうばんや八角

●もみじ御膳弁当（1,800円）

●牛ハラミ丼（800円）
●刺身盛合せ※1人前（1,000円）

☎284-0405 🏠舟石川駅西2-14-15
定休日 月曜
予約 要/当日も可
予約時間 9:00-19:00
お持ち帰り 9:00-19:00 ☆もみじ御膳弁当

(有)おその江

●幕の内弁当（500円）
●からあげ弁当（500円）
●カツ丼（500円）

☎282-0087 🏠舟石川832-2
定休日 日曜
予約 要/当日も可
予約時間 8:30-11:30
お持ち帰り 10:30-13:00 ☆幕の内弁当



和風レストラン 住吉

●ミックスフライ弁当（880円）
●まぐろかつ丼・

まぐろソースかつ丼（880円）
●エビフライの玉子とじ丼（780円）

☎282-1346 🏠須和間630-1
定休日 月曜・祝日
予約 要/当日も可 ※受取の1時間前まで
予約時間 10:00-13:00/16:30-19:00
お持ち帰り 11:00-14:00/17:30-20:00 ☆エビフライの玉子とじ丼

☆各種弁当（ご予算に合わせてお作りいたします）

御食事処 いこい

●うな重（3,888～5,508円）
●各種丼・各種定食（756円～）
●各種弁当（1,080円～）

☎282-2195 🏠村松354-1
定休日 火曜
予約 要/当日も可（弁当の予約は前日までに）
予約時間 10:30-19:00
お持ち帰り 11:00-14:00/17:30-20:00

お食事処 こはく

●800円～予算に応じて
お作りいたします。

☎282-2998 🏠村松917-1
定休日 月曜
予約 要/前日まで
予約時間 9:00-17:00
お持ち帰り 11:00-18:00

☆魚フライ弁当

☆にぎり 特上

東海 王将鮨 分店

●にぎり 上（1,500円）
●にぎり しずく（2,000円）
●にぎり 特上（3,000円）

☎287-7228 🏠東海1-20-29
定休日 月曜
予約 不要/当日も可
予約時間 –
お持ち帰り 12:00-22:00



北中精肉店

●メンチカツ（100円）
●とんかつ（280円）
●ポテトサラダ（240円）他 お惣菜

☎283-0681 🏠村松339-5
定休日 月曜
予約 不要
予約時間 -
お持ち帰り 9:00-19:00

☆お惣菜いろいろ

魚康

●日替わり弁当（1,100円）
●魚康弁当（1,500円）

☎283-2068 🏠村松214-13
定休日 年中無休
予約 不要/当日も可
予約時間 9:00-14:00
お持ち帰り 11:30-14:00

☆日替わり弁当

☆弁当Ｃミックス

カジュアルレストラングルヌイユ

●弁当Ａ・Ｂ・Ｃミックス
（1,180円～1,580円）

●ハンバーグ弁当（1,100円）
●メニューにあるもの（1,000円～）

☎284-0127/090-3516-8817 🏠村松北1-31-1
定休日 日曜・月曜
予約 要/当日も可
予約時間 前日-当日10:00まで
お持ち帰り 11:00-19:00

洋風ダイニング パレット

●常陸牛煮込みハンバーグ弁当（850円）
●週替わり弁当（600円）
●カレー弁当（600円）
※ご注文いただいてからお作りいたしますので、
お時間いただきます。

☎219-5836 🏠村松北2-7-51
定休日 火曜
予約 要/前日まで
予約時間 10:00-19:00
お持ち帰り 7:30-21:00 ☆常陸牛煮込みハンバーグ弁当



グルービー東海店

●海賊スパゲティ（1,533円）
●カニときのこのピラフ（1,382円）
●ミックスピザ（1,047円）

☎283-0458 🏠舟石川駅西4-10-6
定休日 12/31・1/1
予約 不要/当日も可
予約時間 11:15-20:30
お持ち帰り 11:15-20:30

☆海賊スパゲティ

ルアール ケーキ＆カフェ工房

●ドリア（540円）
●オムライス（540円）

●そぼろ弁当（540円）

☎282-2232 🏠舟石川153-3
定休日 第2・4・5火曜
予約 要
予約時間 当日9:30-10:00 前日9:30-18:30
お持ち帰り 11:30-14:30

☆ドリア

ティアラ

●マルゲリータ（1,080円）
●魚介のトマトパスタ（972円）
●フレンチトースト2個（540円）

☎287-7773 🏠舟石川駅西3-2-2
定休日 年中無休
予約 要/当日も可
予約時間 9:00-21:00
お持ち帰り 11:00-15:00/18:00-20:30 ☆マルゲリータ

ドリームたんぽぽ

●ブレッチェンこしあん（180円）
●ブレッチェンごまあん（180円）
●３連チーズ（280円）

☎283-2532 🏠船場616-4
定休日 土曜・日曜・祝日
予約 不要/予約も可
予約時間 9:00-16:00
お持ち帰り 10:00-15:00

☆ブレッチェン



※ 表示の価格は税込価格となります。
※ 各店のメニュー、価格は一例です。詳細については各店へお問い合わせください。
※ 各店のメニュー、価格は予告なく変更する場合がございます。
※ テイクアウトサービスは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。


