
※ おすすめメニューの詳細については、各協力店へお問い合わせください。また、店舗によっては記載以外のメニューも取り扱っております。

※ お釣りは出ませんので、一店舗あたりの合計金額が税込500円以上となるようにご注文ください。

作成：社会福祉法人 東海村社会福祉協議会　　2021.8.27現在

№ 店舗名 定休日 住　所 問い合わせ おすすめメニュー（税込）
テイクアウト

対応時間
予　約 予約受付時間

1 ＮＰＯ法人ドリームたんぽぽ
土・日・

祝日
船場616-4 283-2532

・ねこ食パン（200円）
・ブレッチェンごまあん（2個）（180円）
・3連チーズ（280円）

10:00～16:30
不要/予約の際
は前日15:00ま

で
前日15:00まで

2 あっぱれ焼肉元気
月

（夜の部）
舟石川603-7 212-5621

・黒毛和牛幕の内弁当(1,300円）
　※別盛りごはん・おひつ

昼12:00～14:30
夜18:00～20:00

要/当日も可
昼11:00～13:00
夜17:00～19:00

3 わいわい楽宴処 彩季
月

（夜の部）
舟石川駅西1-11-22 212-5939

・ビックリ！焼肉と幕の内弁当（1,100
円）

昼12:00～14:30
夜18:00～20:00

要/当日も可
昼11:00～13:00
夜17:00～19:00

4 大分からあげ わん 無休 舟石川駅西2-11-7 212-6960
・大分からあげ（並）5ヶ入り（500円）
・大分とり天（並）5ヶ入り（500円）
・甘辛だれからあげ（並）5ヶ入り（550円）

11:00～20:00 不要 9:00～19:30

5 お食事処　琥珀 日 村松917-1 282-2998
・唐揚げ弁当（550円）
・豚生姜焼き弁当（650円）
・おまかせ弁当（1,000円）

11:00～18:00 要/前日まで 9:00～17:00

6 カフェローゼン 土・日・月 舟石川駅東1-7-6 287-7202 ・メニューはお問い合わせ下さい 10:30～14:00 不要 9:30～13:00

7 季節料理　やまめ
（東舟つけうどんほげほげ）

日・月 舟石川駅西1-6-16
090-4526-
5823

・つけけんちんうどん（680円）
・つけもつ煮うどん（780円）
・つけ豚カレーうどん（850円）

11:30～18:00 要/当日も可 10:00～19:00

8 久兵衛寿し 火 東海1-5-33 287-1054
・並寿司（1,080円）
・上寿司（1,944円）

水・金・日
11：30～14：00
17：00～20：00

不要/当日も可 11:30～19:30

9 お好み焼き 蔵屋 土・日 大山台2-7-10 282-9443
・お好み焼き豚玉（700円）
・お好み焼き海鮮（800円）
・焼きそば　　　（800円）

11：00～14：00 要/当日も可 10:00～13:30

10 創中華　東善房 日・祝日 村松889-1 355-3222
・東善房弁当（1,080円）
・エビチリ弁当（864円）・単品（572円）
・他メニューはお問い合わせください。

11：30～14：00
18：00～20：00

要/当日も可 10:00～19:30

11 麺匠 覇道 不定休 石神外宿1344-1 229-2991
・スタミナラーメン（800円）
・まぜそば（850円）
・チャーハン（600円）

11:00～19:30 要/当日も可 10:00～19:00

12 手作り弁当　華清 土 白方230-1 282-8848
・焼肉弁当（500円）
・幕ノ内弁当（500円）

11:30～12:30 要/前日まで 11:30～14:00

13 鉄風 日 舟石川駅西1-15-15 219-9934
・牛もつ鍋セット（2人前）（1,850円）
・タルタル唐揚げ（5個入り）（850円）
・濃厚魚介豚骨つけ麺（900円）

11:30～13:30
18:00～19:30

要/当日も可
10:00～13:00
16:00～19:00

※ネット予約不可

14 The 定食＆Drinks東里
火定休

月は昼のみ
営業

村松2463－1 287-1818
・ロースかつ弁当（550円）
・唐揚げ弁当（550円）
・焼き肉弁当（550円） 他弁当メニューあり

11:45～14:00
17:45～20:00

要/当日も可
10:00～14:00
17:00～19:45

15 トラットリア　パラン 月 白方443-1 282-0456
・ピッツァマルゲリータ（1,406円）
・ハンバーグデミグラスソース（886円）

・その他のメニューはHPをご覧ください
17:00～20:00 要/当日も可 17:00～19:00

16 まつ食堂 日・祝日 石神外宿1550 284-0101
・かつ丼(680円)
・チキンカツ(730円)
・しょうが焼肉(800円)

10:30～14:00
17:30～20:00

要/当日も可
当日は11:30まで

10:00～11:30
17:00～19:30

17 愛菜弁当 日・祝日 船場207-1 287-7353
・からあげ弁当(550円)
・ハンバーグ弁当(500円)
・焼肉弁当(600円)

10:00～13:30 要/当日も可 10:00～13:00

18 ぶどう亭
水

（夜の部）
東海2-12-29 283-2911 ・ハンバーグ弁当(1,180円)

11:30～14:00
17:00～19:00

要/当日も可 10:30～14:00

19 チロルの村 月 舟石川607-32 283-2468
・チロル特製弁当(756円)
・豚の生姜焼き弁当(637円)
・おいしい黒毛和牛コロッケ 1個(130円)

11:00～17:00
要/前日まで
当日は受け取り
の1時間前まで

10:00～17:00

20 洋風ダイニング　パレット 火 村松北2-7-51 219-5836
・常陸牛煮込みハンバーグ弁当（880円）

・カツカレー弁当（880円）
・厚切りローストポーク弁当（740円）

11:00～21:00 要/前日まで 10:00～19:00

21 児歩 日 須和間154-1 283-4888
・ステーキ弁当　　　750円
・焼肉弁当　　　　　700円
・ハンバーグ弁当　　700円

11:00～15:00 要／前日まで 11:00～17:00

22 ティアラ 無休 舟石川駅西3-2-2 287-7773
・無料パスタ付ピッツァ All 1800円
・お得セット（パスタ大盛無料）3240円

・きのこ和風パスタ　880円

11:00～14:00
17:00～21:00

不要 9:00～20:30

23
つるやそば店
（出前は対応不可）

月 村松234-1 282-2055
・かき揚げ天丼定食　　900円
・かき揚げ天ぷらそば　800円
・天とじうどん　　　　800円

11：00～14：30
17：00～18：30 要／当日も可

11：30～14：30
17：00～18：30

24 (有)関田　手作り弁当
土・日・

祝日
村松476-5 282-2180 ・盛り合せ弁当　550円 11:00～13:00

10個以上要/
前日まで

7:00～12:00

25 ルアールケーキ&カフェ工房 火 舟石川153-3 282-2232
・オムライス　　　　　  540円
・ドリア(シーフード類)   540円
・そぼろ弁当　　　　　  540円

11:30～14:30 要/当日10:00まで 9:30～18:30

「家庭とお店の応援プロジェクト第２弾」協力店リスト



№ 店舗名 定休日 住　所 問い合わせ おすすめメニュー（税込）
テイクアウト

対応時間
予　約 予約受付時間

26 グルービー東海店
12/31
1/1

舟石川駅西4-10-6 283-0458
・海賊スパゲティ（1551円）
・カニときのこのピラフ（1394円）
・ミックスピザ（1060円）他

11:15～19:30 不要 11:15～19:30

27 明治屋 水 村松2351-5 282-4245
・日替わりお弁当（500円）
・お惣菜詰め合わせ（500円）

11:00～15:00 要/前日まで 9:00～15:00

28 北中精肉店 月 村松339-5 283-0681
・メンチカツ（100円）
・とんかつ（280円）
・ポテトサラダ（240円）等500円以上

9:00～19:00 不要

29 鶏AEZU 酒楽座 不定休 豊白1-4-32 283-3808
・デラックス弁当※デザート付（500円）
・からあげ弁当※4個入り（500円）
・からあげ※単品7個（500円）

10:30～21:00 不要/当日も可 10:30～20:00

30 和風レストラン 住吉 月・祝 須和間630-1 282-1346
・ミックスフライ弁当（900円）
・マグロかつ丼（800円）
・エビフライの玉子とじ丼（780円）

11:00～14:00
17:30～20:00

要
（1時間前まで）

10:00～13:00
16:30～19:00

31 やんしゅうばんや　八角 月 舟石川駅西2-14-15 284-0405
・幕の内弁当（500円）
・刺身盛り一人前（1,300円）
・牛カルビ焼弁当（700円）

9:00～18:00 要 9:00～17:00

32 Clover 不定休
舟石川駅西1-2-1
ポケットプラザビル

287-2300
・店内全商品
※価格は店頭にてご確認ください

平日7:30～19:00
土日8:00～17:00

不要 8:00～17:00

33 お食事処　ちとせ弥
土・日・

祝
舟石川駅東2-22-29-B 287-1977

・ちとせ弥カレー（500円）
・日替わり弁当（500円）
・牛モツ煮(500円）

11:00～13:00
要/当日も可

（個数が多いと
きは前日まで）

9:00～13:00

34 おその江
土・日・

祝日
舟石川832-2 282-0087

・おろしとんかつ（500円）
・からあげ弁当（500円）
・かつ丼（500円）

11:00～12:30 要/前日まで 10:30～12:00

35 丼丸  成　東海店 火 舟石川駅西4-9-1 212-4647
・まんぷく丼（550円）
・海鮮丼（550円）
・うおがし丼（550円）

11:00～20:00 不要 10:00～20:00

36 おもてなし料理 華れん 火 村松361-4
212-8188
090-1551-
3934

・唐揚げ弁当（700円）
・ヤング焼肉弁当（700円)
・ちびっこ弁当（500円）

11:00～14:00
17:00～20:00

要/当日も可 10:30～20:00

37 パパディッシュ
火

（８/２６ま
で休業）

石神外宿2561-16 283-3216
・チキングリル弁当（626円）
・ポークグリル弁当（734円）
・ハンバーグ弁当（669円～）

11:30～14:00
18:00～20:00

要/当日も可
10:00～12:00
17:30～18:30

38 うどん市　村松店 無休 照沼30-4 287-2310
・とり天弁当（500円）
・市天弁当（580円）
・えび天弁当（690円）

11:00～14:30
10個以上要/

前日まで
10:00～15:00

39
ベーカリー　Taimu
（たいむ）

火・水 舟石川駅西2-7-17
090-6006-
4300

・みみサンド（140円）
・カスタードパン（140円）
・フランス食パン（200円）他

7:30～16:00 不要

40
アジア/インドレストラン
マナカマナ

無休 舟石川駅西2-5-7 282-7718
・チキンマサラ（700円）
・バターチキン（900円）
・チキンカレー（700円）

11:00～15:00
17:00～21:00

不要

新 41
パティスリー　エトワー
ル

水 舟石川駅東2-4-5 212-4161 ・ケーキ各種 10:00～19:00
不要

※ホールケー
キ等一部は要

商品により
要問合せ


