桐生市内の持ち帰り可能なメニューを持つ飲食店リスト

キノピー

2020/4/17

稲荷町3-5

フランス料理、欧風弁当、オードブルなど

カイバテラス

【月-金】11:00-19:00
【土･日】11:00-18:00

火

0277-46-6550

本町1-5-26

日替り弁当、週替わりカレー
※内容などお問合せ下さい

わびさびや

11:00-18:00

月･火

0120-170-0144 新宿3-4-49

きつね

9:30-18:30

水

0277-47-7207

天神町3-17-25

のり巻き、いなり寿司など(ばら売りもあり)

イタリア料理ROKA

11:30-14:00
17:00-22:00 (21:30LO)

水

0277-53-0561

広沢町3-3819

ピザ、パスタ、イタリア料理、弁当
※前日注文はオンラインで24時間受付

オーガニックおむすび コルミオ

11:00-夕方(売り切れ次第終了)

月･火

070-1436-4002 本町3-6-38-38

おむすび、おそうざいなど

かちゃや

12:00-21:00 (しばらく15:0018:00お休み)

土日祝､水曜隔週

090-6133-5344 東2-6-30

日替わりごはん500円
メニューはインスタまたはお電話でご確認ください

キッチンラメール

9:00-19:00

火(現在不定期)

0277-44-6566

織姫町2-5

お弁当、そうざい、ケータリングなど

11:00-21:00

月･火

0277-47-7655

宮前町2-8-6

コーヒー、焼き菓子など

11:30-21:00

火

0277-46-9899

浜松町1-3-7

自家製カレー、パンケーキ、肉料理など

coloris クロリ

11:00-14:30
17:00-19:30

土日祝

0277-66-9325

錦町2-2-17

ハンバーグ、チキン丼、チキンカレー、お弁当各種

玄米とやさい料理 はんの樹

11:30-14:45 (LO 13:45)

火水

090-4530-4721 本町6-398 Rooster 2F

ベジごはん､べジカレー､ベジどんぶり､その他、ドリンク、スイーツ、など。＊食数に限りがあります。お
早めにご予約下さい。

キッチンMVR

予約制のためお電話でお問い合
わせください

090-7808-2362 相生町2-483-21

日替わり弁当
野菜ソムリエが考えた食物繊維たっぷりのお弁当。

ブラスリー アン・トラン

ランチタイム10:30-15:00
ディナータイム17:30-22:00

水･第三木曜日

0277-20-8555

境野町2-817-11

パスタ、ピザ、カツレツ、ハンバーグ、カレー、オードブルなど

Ju The Burger ジューザバーガー

11:00-16:00(L.o15:30)

月､第3日曜

0277-47-7892

本町5-62

各種ハンバーガー、ポテト、ドリンクなど

海鮮ダイニング美喜仁館

11:00-23:00(L.O.22:00)

0277-46-3420

元宿町19-1

寿司、海鮮料理、ステーキなど

美喜仁本店/ 活美喜仁

11:00-20:00

年中無休

0277-44-5921

本町4-78

寿司、刺身、魚介類など

天唐っと

11:00-21:30

水､第4木曜

0277-46-6278

浜松町2-2-33 アバンセ
浜松町店隣

からあげ、天ぷら、お弁当など

㐂美久本店

11:00-22:00

水

0277-43-4477

仲町3-1-29

仕出し料理・各種お弁当・オードブルなど
詳しくはHPをご覧ください

手打ちうどん しみずや

11:00-15:00
17:00-19:00

月第3日曜日

0277‐44‐
5780

新宿1-10-9

うどん、そば、ひもかわ、丼ぶりなど
他、各つけ汁メニューテイクアウトご用意できます

SORENA

11:30-19:00(自粛期間中17時ま
で)

月

090-2313-8933 末広町6-29

7
8
NORRY'S COFFEE
9 ノーリーズコーヒー
Garment District by Bedford Cafe
10 ガーメントディストリクト

12

14
15
16
17
18
19
20
21

メニュー情報

0277-22-3363

6

13

住所

火

4

11

電話番号

11:30-20:00

3

5

定休日

欧風料理シェフハヤカワ
1
2

営業時間

店名(必須)

No.

ジェラートなど

揚げピザ、タコライス、チキン、ポテト、スムージー、ラテなど

営業時間やメニューの変更、臨時休業している場合などがありますので、ご注文の際は必ず事前に電話で確認してください。
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店名(必須)

No.

22
23

11:30-14:00、17:30-20:00

定休：月､第3火曜日

0277-74-6448

新里町新川747-14

≪かつ・フライ≫≪お弁当≫
★かつ、フライにはキャベツが付きます。

ランコントレ

10:00-18:00

日曜日

0277-46-9631

川内町3-126-1

サンドイッチやハンバーガーなどのランチボックス、オードブル

スパゲッ亭加良

11:00-14:30(LO)
17:00-20:30(LO)

水､第三木曜日

0277-22-6533

西久方町1-2-44

ナポリタン、ミートソース、和風スパゲティ
これらを5月10日のゴールデンウィークまで

カフェダイニングエム

12:00-24:00(L.O23:10)

水

0277-47-3244

織姫町3-33

オムライス、ピザ、パスタなど

水沼駅温泉センター

お問い合わせください

不定期

0277-96-2500

黒保根町水沼120-1

すき焼き弁当、ソースカツ丼弁当

創業二百三十年食堂

11:30-14:30(LO), 17:30-20:30
(LO)/金土限定

木､日､祝

0277-66-9335

堤町3-8-18

日替り弁当

炭火焼牛タン 多賀城

11:30-14:00、18:00-21:00

月曜日

0277-74-0811

新里町新川669-7

牛タン弁当、モツ煮、牛タンシチュー、牛タンバーグなど
≪お弁当≫ ≪単品≫あり

SAZOU 700 settcento

11:00-15:00、17:00-22:00

月曜日

0277‐47‐7271 相生町2-637‐4

パスタ、ラザニア、ピザなど

pizza vino クアルト

11:30-14:30(土日は20時まで通
し営業)

月曜､第一土･日曜日

電話なし

新里町新川3878-1

各種ピザ、お持ち帰りできます。

angel cafe エンジェルカフェ

9:30-14:00

祝日､日曜日

0277-43-9855

末広町2-13エンジェルカ オムライス、お弁当など。テレビ東京紹介ふわふわとろ〜りオムライス看板メニューです
フェ

鳥モネ

17:00-24:00

火

0277-22-2744

本町5-370

鳥フジ田

17:00-23:00

月､日曜日

0277-53-1632

広沢町間ノ島223 シオン 焼き鳥、親子丼、そぼろ丼、やきそば、唐揚げなど
＊テイクアウトメニューの注文は、受取日前日正午〜17時までの間に電話予約(できれば2個以上)
スクエア内

レストラン ラベイユ

11:00-20:30

火､月曜ランチのみ営業 0277-53-5575

相生町1-277

シェフお任せ弁当

Kokopelli Box

7:00から

月､火､水､木

0277-46-7973

東5-6-30

各種お弁当、パニーニ、ホットサンドなど
内容は御相談ください。リクエストも受け付けてます。

cafe restaurant NILS

11:30-15:00

火､水

0277-32-0608

梅田町3-127

パスタ､お弁当(要予約)

腑(もつ)煮屋 ワインディングロード

土・日・月曜日
11:30-13:30

「おみやげ」の販売は無 090-3244-2443 新里町新川3211
休です。

腑(もつ)煮のおみやげ 吟醸(約2～3人前)
「おみやげ」の販売は毎日 9:00-19:00、「売切れ」の場合は毎週土曜日9:00から

おおとら食堂

11:00-14:00 17:00-19:30

木

0277-44-6528

東5-6-58

お弁当各種、丼もの、炒飯、カレーなど

中国料理 上海亭

11:30-14:00 17:00-21:00

日

0277-44-3360

本町4-79-3

各種中華弁当、一品料理など

おち。

お昼はテイクアウトのみ14:00まで 月､昼の営業日は都度
お問い合わせください
19:00-25:00(L.O.24:00)

0277-46-6642

仲町2‐8‐1

ソースカツ丼、やまと豚あぶり焼き丼、煮込みハンバーグなど

28

33
34
35
36
37
38
39
40
41

メニュー情報

とんかつ かつ彦

27

32

住所

詳細お問い合わせくださ 080-6819-1022 仲町2-8-9(豚骨アンテナ 南インドカレー
い
ヌードルズ内)

26

31

電話番号

詳細お問い合わせください

25

30

定休日

hallow spice

24

29

営業時間

焼鳥、サラダ、ご飯物、ピザ、もんじ、天ぷら、揚げ物、その他多数。

営業時間やメニューの変更、臨時休業している場合などがありますので、ご注文の際は必ず事前に電話で確認してください。
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情報提供︓おむすびの会

