すし割烹 呉 竹

釜

たまには
「お寿司」
いかがですか？

明治から栃木で愛された老舗の味 〜鰻と鶏〜

0282-23-8920

時間
定休
支払

栃木市日ノ出町14-42
11：30〜14：00
17：00〜22：00
水曜日
現金のみ

備考

鉄板焼き
しゃぶしゃぶ＆ステーキ

0282-22-0257

● にぎり寿司（並1,080円・上1,620円）● 海鮮丼（並1,080円・上1,620円）
● 各種巻物（鉄火巻１本432円、かっぱ巻きやお新香等は216円）
住所

屋

アレルギー等お好みに合わせます

0282-22-5833

鉄板焼きの味をご家庭で！ボリューム満点のステーキ弁当をどうぞ！

● とり重1,800円（税別）
● うな重2,600円（税別）〜

栃木市城内町2-32-4
11：30〜14：00
17：30〜19：30
定 休 月曜日
支 払 キャッシュレス可
住所
時間

デリバリー 宅配エリアはお問合せください。

宅配は現金のみのお支払いとなります。

http://www.kamaya.jp/

URL

まるこぽーろ

田村屋本店

0282-23-1799

お持ち帰りできます！お家で田村屋本店のおいしい親子丼、
いかがですか？

● ハンバーグ弁当900円（税別）● ステーキ丼960円（税別）
● ステーキ弁当1,500円（税別）

● 親子丼770円（税込）● 鶏ピリ辛丼770円（税込）
● チキンカレー660円（税込）● からあげ単品770円（税込）

栃木市片柳町2-2-2
（サンプラザ）
定休
時
間 11：30〜21：30
定休
支
払 12/31、
1/1
支 払 クレジットカード可

住所

住所

デリバリー ご注文数により宅配可
備 考 ハンバーグ弁当・ステーキ丼は当日14：00

まで、ステーキ弁当は当日17：00までに
ご注文をお願いします。

URL

http://marco.sunplaza-tochigi.com/

時間
定休
支払

栃木市箱森町41-22
11：00〜14：30
17：00〜23：00
水曜日
キャッシュレス可

URL

https://r.gnavi.co.jp/p939100/

お食事処 かな半

こまどり樓

レストラン ランデヴー

一

いつもの味を御家庭で

テイクアウト始めました

ランデヴーの手づくり洋食 食べませんか？

とんかつ一八のとんかつ各種、
ご用意しております。

0282-22-0108

0282-22-1290

0282-27-0039

● かな半特製丼715円（税込）● 天丼770円（税込）
● 彩御膳1,430円（税込）

● エビチリ弁当 ● 回鍋肉弁当 ● 牛肉とニンニクの芽弁当 ● 酢豚弁当
● 青椒肉絲弁当● 唐揚げと炒飯の弁当 各1,280円（税込）

● ハンバーグ弁当1,150円 ● 真鯛ときのこのグリエ弁当1,100円
● ふわとろたまごのオムハヤシ弁当1,180円 ● カレー弁当各種1,000円（全て税込）

栃木市万町5-2
11：30〜14：00
定 休 月曜日、
第一火曜日
支 払 現金のみ

住所

栃木市万町24-18
11：30〜14：00
17：30〜21：00
定 休 月曜日
支 払 PayPay・クレジットカード可

住所

住所
時間

備考

最大20個までの御提供
お渡し時間時間18：00まで可

http://www.kanahan-ryokan.jp/

URL

時間

デリバリー 近場に限りデリバリー可
備 考 オードブルもあります。
3,280円

https:/akr2338533094.owst.jp/

URL

時間
定休
支払

栃木市惣社町790-1
11：00〜14：00
17：00〜19：00
月曜夜、火曜日
各種カード、PayPay可

備考

電話予約が便利です。
ご予約は10：30〜16：00まで

URL

https://www.tochinavi.net/spot/home/?id=357

八

0282-24-1340

● ロースカツ弁当1,100円（税込）● ヒレカツ弁当1,150円（税込）
● カキフライ弁当980円（税込）● カツ丼750円（税込）● カツカレー750円（税込）
住所
時間
定休
支払

栃木市箱森町29-18
11：30〜14：00
17：00〜22：00
木曜日
PayPay可

デリバリー 個数、
距離は電話でご相談ください

中国料理 光 琳

とんかつ 楽 樹

レストラン ポアッソン

割烹 仲乃家

光琳のお弁当〜体にやさしい中国料理をご家庭で〜

サクッと柔らかジューシー！冷めても美味しいとんかつ！是非、一度！

おうちでもカジュアルフレンチたべられます

仲乃家自慢のお料理が、
お得な価格でご家庭でも召し上がれます。

0282-88-1028

0282-28-0710

● 幕の内弁当1,000円（税込）● マーボーごはん550円（税込）
● 中華丼550円（税込）● 那須三元豚の黒酢の酢豚ご飯850円（税込）
住所
時間
定休
支払

栃木市旭町10-4
11：00〜14：00
17：00〜22：00
水曜日（祝日の場合は翌日）
PayPay可

備考

ごはんは別盛りです！

tochigi-korin.com

URL

● とんかつ弁当（ロース）1,512円（税込）● カツ丼 1,404円（税込）
● ソースカツ丼 1,404円（税込）● カツカレー 1,404円（税込）他
住所
時間
定休
支払

栃木市大宮町2100-17
11：30〜14：00
17：30〜21：00
月曜日、第３日曜日
PayPay可

備考

数がまとまる場合には２日前に
予めご予約ください。

Instagram #とんかつ楽樹

URL

0282-23-5855

● ハンバーグ弁当（スープ付・ライスを手作りパンへの変更可）800円（税込）他
住所
時間
定休
支払

栃木市箱森町2-27
11：00〜19：30
木曜日
PayPay可

備考

当店のランチメニューをお弁当、
又はメイン料理のみでお作りします。

0282-23-1313

● 特製うな重3,500円（税込）● 特製とり重918円（税込）
● 特製天重918円（税込）
住所
時間
定休
支払

栃木市旭町22-23
11：30〜21：30
不定休
クレジットカード可

デリバリー ご注文により宅配可
備 考 お祝い・法事用のお食事も承っております。

http://www.nakanoya.jp

URL

中国四川料理 成都酒家

元祖 手打そばいづるや

手打ちそば処 新喜庵

レストラン リヴァージュ

” 一品一品心をこめて ” 作った四川料理をご家庭で！

おそばはもちろん、
あなたの”食べたい”にお応えしたい!!

テイクアウトで手打ちそば、天ぷら、丼物をどうぞ(^^)

ご自宅で、
フレンチはいかがでしょうか？お弁当のテイクアウトできます。

0282-23-8615

0282-31-0638

● 四川料理のお弁当1,680円（税込）
他単品メニューも複数ご用意しております。

● 五合盛りそば（つゆ付）2,000円（税込）● 舞茸天婦羅580円（税込）
● どじょうから揚げ650円（税込）

栃木市薗部町1-14-37
11：30〜21：30
※夜時短有
定 休 水曜日
支 払 現金のみ

住所

住所
時間

時間
定休
支払

栃木市出流町141
11：00〜18：00
水曜日
第３火曜日不定休
PayPay・クレジット可

テイクアウト 受付17：00まで
備 考 店内メニューは、
ほとんどテイクアウト

出来ます。その他、和食のリクエストも
ご相談ください。

http://iduruya.co.jp/

URL

0282-22-1107

● かつ丼800円（税込）● 天丼（えび１・野菜３）1,000円（税込）
● 冷しえび天おろし920円（税込）● 天もり1,250円（税込）他
住所
時間
定休
支払

栃木市旭町14-2
11：00〜14：00
17：00〜20：00
木曜日
現金のみ

備考

テイクアウト容器でのお渡し。
今だけのテイクアウト価格になります。

0282-25-2139

● 和牛のチーズインハンバーグの和風オニオンソース弁当 ● 三元豚のソテーの和風
オニオンソース弁当 ● ビーガンコロッケ弁当（数量限定）各1,000円（税込）
住所
時間
定休
支払

栃木市薗部町3-13-17
11：30〜15：00
17：30〜22：00
月曜日
現金のみ

大分唐揚げ とりあん栃木

和風れすとらん ろぼう

花之江の郷

御食事処 栄

日本唐揚げグランプリ最高金賞！メディアでも大絶賛、是非御家庭でお召し上がりください！

国産活うなぎ使用のうな重。
テイクアウト始めました！！

とらっせバイキング 手作りお弁当

テイクアウト出来ます！

0282-27-3999

● からあげ弁当490円（税込）● チキン南蛮弁当490円（税込）
● からあげ（モモ）100ｇ270円（税込）● からあげ（ムネ）100ｇ230円（税込）他
住所
時間
定休
支払

栃木市平柳町2-9-22
11：00〜14：30
16：00〜19：45
なし
PayPay可

デリバリー 数により宅配可

0282-24-7707

● うな重3,000円〜
● 天重1,000円〜
住所
時間
定休
支払

栃木市野中町526-2
11：30〜14：00
17：00〜21：00
月曜日（祝日の場合は翌日）
現金のみ

0282-92-8739

時間
定休

http://washoku-robou.com/menu/

URL

支払

栃木市都賀町大柿1312
10：00〜15：00
第2・4金曜日
現金のみ

デリバリー 配達のご相談はお問い合わせください。
備 考 ご注文はお電話で前日までに

お願いいたします。
（当日弁当有）

URL

http://www.momenya.co.jp/hananoe/index.shtml

栃木市吹上町1646-6
11：00〜21：00
（20：00 L.O.）
定 休 月曜日
支 払 d払い可
住所
時間

レストラン カーディナル

サロンドカフェ いかくら

桐乃家

居酒屋四季の人気メニューと四季めし！

カーディナル人気メニューをご自宅で♪

いかくらのランチをご家庭で！

テイクアウト 承ります！

0282-22-1236

● 麻婆豆腐弁当 ● カレー（中辛）
● 牛丼 各 540円（税込）他
住所
時間
定休
支払

栃木市万町6-11
18：00〜20：30
なし
クレジットカード可

備考

0282-28-6919

● 特製ステーキ弁当2,000円（税込）● 特製ハンバーグ弁当1,600円（税込）
● シェフおまかせホテルカレー（パック）800円（税込）
●1個からご注文承ります
●テイクアウトスタート！
11：30〜14：00と17：30〜20：30の
ご利用が可能です。

http://www.tgh.co.jp/

URL

住所
時間
定休
支払

栃木市万町6-11
11：30〜14：00
なし
クレジットカード可

デリバリー 10個以上から栃木市近郊配達無料
備 考 ●テイクアウトは1個からご注文承ります
●前日17時までにお申し込みください
●数量のご変更は前日正午まで承ります
●お電話または来店時の予約可能です

http://www.tgh.co.jp/

URL

● ロコモコ、ポークジンジャー、ローストポーク、ハッシュドビーフ
各800円（税込）他
住所
時間
定休
支払

栃木市大塚町2501-1
11：00〜16：00
火曜日
現金のみ

備考

URL

車で15分程度以内
ご注文受付時間11：30〜18：00
その他オードブルも3,000円（税込）から
ご用意できます。

● 特別ワンコイン弁当
（元気鶏唐揚げ弁当・元気豚バラ生姜焼き弁当・元気野菜炒め弁当）500円（税込）

居酒屋 四 季

0282-22-1236

備考

0282-31-0981

● おすすめ四季弁当(紫)1,297円（税込）
● ボリュウムのあるハンバーグ弁当や唐揚げ弁当680円（税込）他
住所

デリバリー 配達は6,000円以上ご利用で当店より

時間外のご注文につきましては
ご相談ください。

Instagram #サロンドカフェいかくら

備考

日曜日は15：00まで

URL

https://s.ekiten.jp/shop̲1977918.amp/

0282-51-2114

●（２日前）お祝い・法事向け特選幕の内弁当2,800円（税込）〜
・ざるそば900円（税込）
・天重1,400円（税込）
（サラダ付）
●（当日迄）唐揚げ弁当1,000円（税込）
住所
時間
定休
支払

栃木市大町17-22
備 考 夜につきましては、
完全御予約制にて
11：30〜13：30
営業をしております。
（最終ご入店20：00迄）
17：30〜20：00（※）
水曜日
現金のみ
URL
http://kirinoie.com

栃木グランドホテル

サンプラザ本館

まごころの味 ゆたか

和味処 とみ山

特撰仕出し弁当（当館屋上貸切プラン始めました）

https//www.000000000000
サンプラザでは、
お客様のご希望に応じたお料理を愛情こめてお届けいたします。

おうちでたべよう!! まごころの味をご家庭で！

和味処 とみ山の限定メニューをご自宅で！！

0282-22-1236

0282-23-5711

● 特選とちぎ和牛のローストビーフ二段重2,500円（税別）
● 特選とちぎ和牛のすき焼き二段重2,000円（税別）
住所
時間
定休
支払

栃木市万町6-11
11：00〜20：00
なし
クレジットカード可

デリバリー 10個以上から栃木市近郊配達無料
備 考 ● 2日前までにお申し込みください

● テイクアウトは3個以上から承ります
● 貸切プランにつきましてはＨＰをご参照下さい。

http://www.tgh.co.jp/

URL

● サンプラザ御弁当2,000円〜（税別）
● 法事用御食事3,000円〜（税別）
住所
定間
休
時
支休
定
払
支払

栃木市片柳町2-2-2
9：00〜21：00
12/30、
12/31、1/1
現金のみ

デリバリー ご注文数により宅配可
備 考 ご希望に合せて内容の変更が可能です。

URL

http://www.sunplaza-tochigi.com

Cafe Restaurant すいごう

寿司割烹 花 月

すいごう自慢のカントリーパスタ、手作りハンバーグ、
カレーを召し上がれ★

素材の味を大切にし、熟練の職人が提供する花月ならではの逸品をご家庭でも！

0282-24-4858

0282-23-2686

● まごころ1,650円（税込）● にぎわい1,980円（税込）
● ゆたか2,200円（税込）

● とみ山 2,200円（税込）
● 玉手箱 1,650円（税込）

栃木市本町17-17
受 付 10：00〜18：00
お渡し 11：00〜19：00
定 休 月曜日
支 払 現金のみ

住所

住所
時間

備考

栃ナビ！クーポン有

URL

https://www.tochinavi.net/spot/home/?id=3060

時間
定休

山本總本店

0282-23-5885

0282-23-7878

支払

栃木市河合町1-14

受 付（前日） 9：30〜12：00
お渡し（当日）11：30〜18：00

水曜日
現金のみ

0282-22-4700

『蔵まどれえぬ』
コーヒー餡入りのマドレーヌです。

0282-24-6483

おうちカフェで、本格派スイーツ

● 天丼850円（税別）● ばらちらし900円（税別）
● 特製弁当1,200円（税別）● おすすめにぎり2,500円（税別）

● 40年以上続く人気商品 蔵まどれえぬ152円（税込）
● 箱入 5ヶ864円（税込）、10ヶ1,728円（税込）

● ５ヶ入り1,250円（税別）
●１０ヶ入り2,400円（税別）

栃木市片柳町2-2-2
（サンプラザ）
定休
時
間 11：00〜22：00
定休
支
払 12/31、
1/1
支 払 クレジットカード可

住所

栃木市片柳町2-2-2
（サンプラザ）
定休
時
間 11：30〜22：00
定休
支
払 12/31、
1/1
支 払 クレジットカード可

住所

栃木市倭町7-13
9：00〜19：00
※月曜は18：00まで
定 休 火曜日
支 払 現金のみ

住所

デリバリー 1,500円以上から宅配可
備 考 他にも、
宅配・テイクアウト可能な商品が

ございます。

URL

http://suigo.sunplaza-tochigi.com/

デリバリー ご注文数により宅配可
備 考 他にも、
宅配・テイクアウト可能な商品が

ございます。

URL

www.kagetsu.jp.net/

時間

備考

宅配便にて全国発送、旧市内は配達も可

時間
定休

URL

※お祝い・法事等のテイクアウトも
承ります。
（値段等につきましてはご相談ください）

パティスリー・ソワール

● カントリーパスタ770円（税別）● おろしハンバーグ800円（税別）
● チキンカレー890円（税別）● ミックスピザ２Ｌサイズ1,900円（税別）
住所

備考

http://www.yamamotokashi.jp

支払

栃木市旭町24-9
10：00〜19：00
水曜日
現金のみ

URL

http://www.soir-cake.com/

