
旭鮨

飯田市馬場町2-100
営業 12：00～13：30 18：00～24：00(Lo23：00)
定休日 隔週日曜日

☎0265-23-7870

にぎり１人前並1,250円から対応しています。(1人前にぎり七カン
と巻物になります)店内メニューは先にお電話いただければお持
ち帰り等すぐにご用意できますので、お気軽にお電話ください。

ATAGO

飯田市愛宕町2844-2
営業 しばらくの間 平日週末共に
オープン10：00～17：00(LO)16：00　定休日 月曜日

☎0265-48-5602

おうちカフェを応援します！　
お食事系やスイーツ系など生地からこだわっ
たワッフルをご自宅でお楽しみください。

酒蔵をリノベーションした落ち着きのあるカフェ。
甘いデザートからお食事になるランチワッフルも
ございます。落ち着いたらお出掛けください。

このガイドをみた！と伝えてくれた方は10％引
き！(5月末日まで)お電話にてお伝えください。

一夢庵

飯田市中央通り2-21-2
営業 17：00～24：00（Lo23：30）
定休日 日曜日

☎0265-48-6402

お好み焼き、焼きそば、串焼き、一般メ
ニューの他オードブルも対応します。

去年庭に植えた行者ニンニクが収穫でき、お浸
しで食べました。超美味しかった！
We can do it!

イルグスト チッチ

飯田市鼎名古熊2541-1
営業 11:00～18:00(Lo17:30)
定休日 月曜日 他不定休有

☎0265-49-0093

ご予約商品以外にもキッシュなどのデリ、
生ハムやチーズの量り売り等もご用意して
おります！

生ハムやサラミの美味しい食べ方は是非スタッ
フに聞いてみて下さい！

Heureux

飯田市中央通り1-28 第一幸楽ビル4F
営業 20：00～翌2：00(Lo翌1：30）
定休日 火曜日

☎0265-52-1088

カジュアルで寛げる空間。リーズナブルで使
いやすいので各種パーティーにも最適で
す。

ダーツ、カラオケなどで遊べる空間でお酒を楽
しめます。コロナ収束時にぜひ楽しみにお越し
ください。

焼肉 おおくら

飯田市主税町3-1
営業 17:00~23:00(LO22:00) 
テイクアウト受付、引渡し時間11:30~20:00　定休日 火曜日

☎0265-52-3296

七輪で焼く本格焼肉店！炭火焼ならではの香ばしさと特製のタレは絶品です。た
だいまおすすめの厚切り牛タンやハラミが人気！信州プレミアム牛肉A4～5ランク
(こうちゃん牛)取り扱い店。人気ナンバー1の炭火焼肉厚切り牛タン重は1580円

このガイド持参でお弁当1品につき100円引きとさせてい
ただきます。当日注文可。前日までのご予約でデリバリー
要相談。(5000円以上旧市内近郊　鼎、伊賀良、上郷)

アメリカンテイストを取り入れたラフなスタイル
のお店です。

酒場 かかしや

飯田市伝馬町1-4 松島ビルB1
営業 20:00～翌5:00
定休日 不定休

☎0265-49-3033

人気のホットドック500円、唐揚げ500円などお気軽
に楽しんで頂けるメニューをテイクアウトできます。事
前にお電話いただければスムーズにお渡しできます。

かなえ茶屋

飯田市鼎 一色 110番地1
営業 11:00～15:00(Lo14:30)  （テイクアウト電話受付時間
10時-15時、受け渡しは11-18時）　定休日 なし

☎0265-22-8188

鶏の唐揚げがおいしい3世代向け和風レス
トラン。テイクアウトは15時迄のお電話で19
時迄受取り可能です。

広い店内で衛生管理を心がけ、笑顔でお迎え致
します。えび玉丼も人気です！
是非ご利用下さい

カナディアンロッキー 鼎店

飯田市鼎上山3775
営業 11:30～14:00  17:00～22:30(Lo22:00)
テイクアウト受付時間/10:00~19:00　定休日 不定休

☎0265-22-7856

メニューにある全ステーキに対応しており
ます!お電話でお気軽にご相談下さい!!

多くのお客様の声にお応えして始めました!!
ステーキ食べて免疫力up！up!!!

カフェ ヴェレゾン

飯田市松尾明7426番8号
営業 10:00～19:00(Lo19:00)
定休日 火曜日、水曜日

☎0265-49-0078

ブラックカレーは何故黒い？ほろ苦い大人
のカレーは一度食べたらヤミツキになるこ
と間違いありません

南アフリカワインって知ってます？日本ではマイ
ナーですがヨーロッパでは大人気！当店一押し
のワインです。

café dining  e 

飯田市東和町2-32
営業 11:30～15:00 18:00～20:00(Lo19:00)
定休日 月曜日、第1日曜日

☎0265-52-9333

ハンバーガー・ナシゴレン・週替わりのお弁当・
カレー・サンド　3000円～6種以上お酒に合う
おつまみセットor白ご飯が進むおかずセット

こんな時だからこそ、免疫力を高める麹や発酵
食品を使ったり、健康に気遣ったお食事を提供
しております。

カフェ&ダイニング  ピッピーノ

飯田市座光寺3722-1
営業 11:00～22:00 (平日15~17:30クローズ)(LO21:00)
定休日 水曜日

☎0265-38-9087

大人気のキッシュランチをお家で！キッシュ
弁当  期間限定の特別価格(5/31まで)830円
(税込) ホールキッシュも要予約

手作りにこだわり、安心・安全・美味しいを提供
しています！

かぶき屋

飯田市中央通り2-7 B1F
営業 17：00～翌2：00
定休日 月曜日

☎0265-24-5729

人気の串カツ、お好み焼き、焼きそば各種テ
イクアウト可能です。お気軽に電話してくだ
さい。

大阪の串カツ、ふわふわのお好み焼き等関西の
食べ物や鉄板焼きが充実。娘が高校生になりま
した。成長の早さにドキドキ(笑)

カレーの大原屋

飯田市羽場権現978-4
営業 7:00～15:00(LO14:00)
定休日 月曜日、火曜日

☎0265-21-0739

信州味噌入りカレー専門店の味を、ご家庭
やオフィスでお楽しみください。

カレーのスパイスで幸せホルモン「セロトニン」
を活性化させて元気に過ごそう！

西洋割烹 吉祥寺

飯田市鼎中平1994-29
営業 11:30～14:00  17:30～21:00
定休日 不定休

☎0265-53-5496

チキンカレー 650円 ハンバーグ弁当  650円
等。 ピザやパスタ、オードブルなどオーダー
メイドでご用意します。

故 村上信夫料理長直伝のデミグラスソース使
用、ビーフシチューやハンバーグをご賞味くださ
い。

喫茶 en

下伊那郡豊丘村神稲359-5
営業 11:00～16:00/18:00～23:00(LO21:30)
定休日 月曜日、火曜日

☎0265-48-0240

1番人気はだんQオムライス♪♪ふわふわの
卵に特製ハヤシソースがたっぷり(̂ )̂

いつもニコニコ元気なスタッフが 皆さんに、
ほっこりしたお料理と時間をお届けします♪

キッチン こいけ

飯田市鼎上山3800-1
営業 11:30～14:00  17:30～21:00 (LO20:00)
定休日 不定休

☎0265-24-2099

ハート型ハンバーグが御飯に乗ったお弁当
(500円)は子供や女性に大人気！その他各
種お弁当は800円(税込)

開店から11年5ヶ月、テイクアウトを拒んだシェ
フが、 今、立ち上がったー。コロナを やっつける
ぞ‼  

居酒屋 喜楽

飯田市大瀬木214-1
営業 17:00～23:00(LO22:30)
定休日 第1・第3・第5 日曜日

☎0265-25-4415

黄金シャモ料理がメインです！ほとんどの
メニューがテイクアウト可能です。

お昼にラーメンなど召し上がって頂けるように
なりました！

点心厨房 希林

飯田市本町1-10-1
営業  昼11:30~14:00　夜 17:30~21:00
定休日 木曜日

☎0265-49-8767

電話予約頂ければ点心以外にも麻婆豆腐
などご用意できます。営業時間外も対応さ
せていただきます。

東京のホテルで修業し「本格的な点心を気軽に食べてほしい」と
点心厨房をオープン。今年姪っ子が小学生になりましたが、学校
に行けない日が続いています。平穏な日が早く訪れますように！

鉄板焼 Dining 銀座ハンバーグ

飯田市銀座3-1-1
営業 11:30~14:30(LO14:00)  17:30~23:00(LO22:30)
テイクアウト受付、引渡し時間11:30~20:00　定休日 水曜日

☎0265-48-0393

鉄板で焼くハンバーグ＆ステーキ専門店！焼肉の街飯田から発信する名物ラムハン
バーグは県内外からもリピート多数 900円～　信州プレミアム牛肉を使用した、とろけ
る和牛ハンバーグは1000円～その他こだわりのステーキメニューも充実しています！

このガイド持参でお弁当1品につき100円引きとさせてい
ただきます。当日注文可。前日までのご予約でデリバリー
要相談。(5000円以上旧市内近郊　鼎、伊賀良、上郷)

Good Life Cafe

飯田市上郷飯沼1790-5
営業 11:30～14:15  18:00～21:15(Lo21:15)
定休日 月曜日、火曜日

☎0265-52-1925

テイクアウトは当日のご予約でも大丈夫で
す。ご予約は電話や直接お店に御来店下さ
い。

オープンして今年で14年目を迎えます。長野県
で一番美味しいピザ屋を目指して頑張っており
ます。

KURANO

飯田市仲ノ町1-3
営業 10:00～18:00 (ラストオーダー17:00)
定休日 月曜日

☎0265-48-8121

自家焙煎珈琲とホットケーキ、日本の食材、調味料に特
化した創作料理をお楽しみいただけます。本日のお弁
当、お任せデリ盛合せ、一部ドリンクのテイクアウト可。

コーヒー豆も販売しています。「このガイドを見
た」で、コーヒー豆ご購入の方10パーセント増
量！させていただきます！

蔵の御幣餅 ボンマンジェ天龍峡店

飯田市川路7600
営業 10:00～19:30(LO19:30)変更の場合あり
定休日 なし

☎0265-48-0678

大人気の飯田駅前、炭火焼きのくるみだれ
の御幣餅が移転しました！

去年オープンした、天龍峡そらさんぽは眺めが
良くて最高ですよ!! 1度は見に来る価値あり!!

KitchenCafeぐり～ん

飯田市中央通り4-12-1
営業 11：30~14：00  18：00~23：00
(5月末日まで  11:30~14:00  17:30~20:00)　定休日 日曜日

☎0265-23-2111

人気の痛風メニュー（明太クリームオムライスーいくら
乗せー）をはじめ、ご自宅でぐり～んの味をお楽しみい
ただけます。男飯やオードブルなどもご予約ください。

大変な時期、みなさんで美味しいものを食べて乗り
切りましょう！ぐり～んは皆さんのお家時間が少し
でも楽しめるようテイクアウトを頑張っています！

gulgul～本町カラアスヘノトビラ～

飯田市本町1-2 ﾄｯﾌﾋﾙｽﾞ第2 １F
営業 18:00~24：00 (Lo)23：15
定休日 日曜日(祝祭日振替)

☎0265-48-0073

只今グルグルはお休みをいただいています。テイク
アウトのご注文は姉妹店「創作居酒屋さるさ」にて
承っております。さるさ電話番号0265-22-3701

グルグルは臨時休業していますが、コロナ収束
後は営業再開の予定です。皆様にお会いできる
日を楽しみにしております。

くるま鮨

飯田市鼎上山1515-1
営業 11:00～14:00  17:00～21:30(Lo21:00)
定休日 水曜日

☎0265-22-3283

『握り寿司・ちらし寿司の他に、海鮮丼・海鮮
太巻きも人気です！』

当店では、元気な挨拶・明るい笑顔で美味しい
お寿司を提供させていただいております！

黒金屋

飯田市銀座5-6
営業 10：00～21：00(Lo20：30)
定休日 水曜日

☎0265-22-0858

テイクアウトお料理（くりん豚の肉巻おにぎり￥600チキンソ
ティーサラダライス￥750、国産豚ロースカツカレー￥850など)お
電話頂ければお持ち帰りできます。お昼は早めにお電話ください。

５月末日までお持ち帰りに限り昔カレーを500
円！で提供します。

食楽工房 元家

飯田市南信濃和田456-1
営業 11:00~14:00 17:30~22:00(Lo21:30)
定休日 木曜日(※臨時休業あり)年末年始

☎0260-34-2501

地元の食材を使った郷土料理、ジビエ料理
などを中心にラーメンや蕎麦などもランチ
より提供してます。

黄金地美栄(ジビエ)らーめん、ナポレオンバー
ガーなど新しい料理の提案で【食で笑顔】を目
指します。

リストランテココリズム

飯田市川路7620
営業 11:30～22:00(LO21:00)
定休日 不定休(場合によっては短縮営業)

☎0265-49-5560

お弁当、ピザご好評頂いております!
平日はカフェメニューもあります!

スタッフ皆で色々な柄の布マスクをしています!

さすが家

飯田市座光寺3895-1
営業 11:00～15:00(Lo15:00)
定休日 なし

☎0265-53-1515

テイクアウトお電話注文受付は10時～15
時。受渡しは11時～18時です。店舗営業は
当面の間、14時半LO

衛生管理に気を付けて笑顔でお迎えします。山
賊焼き、鶏の唐揚げ弁当はおすすめ! 特売青果
物に出会える事も

是非お気軽にお電話して下さい。

サバーイサバーイ

飯田市松尾町4丁目10
営業 17:00～2:00  テイクアウトのみ11:30～14:00頃
定休日 日曜日（対応できる日もあります応相談）

☎0265-24-1515

本格タイ料理をお楽しみいただけます。
店内1品料理も好評です。

地酒処 三の蔵

飯田市通り町2-1
営業 平日15：30～24：00　土日10：00～24：00
定休日 月曜日

☎050-3655-0333

店内喫茶・軽食１９時迄ワンコインメニュー多数用意致しました、この時間ドリンクは飲み放題メニュー
より一杯３００円（単品もOK）で提供致します。お持ち帰り始めました！牛トマトカレーライス６００円・
ルー単品は５００円（数量限定・お電話頂けるとスムーズに対応出来ます）その他単品もございます

外出自粛ムードの関係なのか YouTube「いつく
しみ深酒 三の蔵編」の 再生回数 が少し増えて
いました。

3びきのこぶた 本店

飯田市鼎一色49-1
営業 11:00～18:00(Lo17:00)
定休日 なし

☎0265-52-5355

飯田名物幻豚を使ったメニューもお持ち帰
りできます！専門店の味をご家庭でもお楽
しみ下さい。

当店では地賛地奨を提唱し幻豚、南信州牛をは
じめとする地元産の食財を使用しております！

1.パソコンか携帯で　　　　　　　のサイトにアクセス▶

新型コロナウィルスから
大好きな地元を守りたい!!

南信州 飲食店
応援しよう!

の を

クラ
ウド

ファ
ンデ
ィン
グ

　新型コロナウイルスの影響で、地域の飲食店への来店者が激減し、多くの飲食店が悲鳴を
あげています。そこで、飯田丘のまちバル実行委員会が中心となり、クラウドファンディング
の取り組みを立ち上げました。
各飲食店の常連さん、この地域に暮らす方、南信州にイベント等で来た方、ふるさとが南信州
の方、この地域が大好きな方、美味しいものが好きな方、このプロジェクトに少しでも興味を
もってくださった方・・・・個人、法人、団体など大勢の皆様にご支援いただければ幸いです。

❶「プレミアム食事券を事前購入」で支援（参加店舗で利用可能）

応援する方法

2.応援方法を選ぶ（応援の仕方は2通り）

3.飲食店へGO!（❶プレミアム商品券を事前購入の場合）

● 3,000円→参加飲食店の食事券3,300円分（1,100円の食事券×３枚）
● 5,000円→参加飲食店の食事券5,500円分（1,100円の食事券×５枚）
● 10,000円→参加飲食店の食事券11,000円分（1,100円の食事券10枚）

❷「食事券なし」の支援（参加店舗全体の応援）

※事務局より金額に応じた食事券を送付（6月10日～19日プレミアム食事券、参加店舗一覧発送）
※参加店いずれでも使用できます。参加店はサイトでご確認ください。

● 5,000円 / 10,000円 / 50,000円 / 100,000円 / 300,000円 / 500,000円
※プロジェクト終了後、支援金額の総合計を均等に分けて、参加店舗一同で使わせて頂きます。

（テイクアウトでの利用も可能です）

http://camp-fire.jp/projects/view/256500

2020年6月22日～11月30日の期間中にプレミアム食事券を各飲食店で利用!!

店舗一覧店舗一覧飯田丘のまちバル  5周年特別企画！飯田丘のまちバル  5周年特別企画！

第５回 飯田丘のまちバル
2020年8月23日（日）開催予定！

飯田丘の上のお店だけではなく、飯田下伊那広域の
テイクアウトできるお店をご紹介!!

このパンフレットを活用して不用不急の外出を減らしましょう。
※一部テイクアウトのできない店舗の掲載があります。
※休業要請により営業時間の変更などがあります。事前に必ず店舗へご確認ください。

水色：まちバル参加店舗
表の見方

橙色：協力団体からの提供店舗

飯田下伊那 83軒のお店情報
テイクアウトに活用しよう！

テイクアウトOK

商品情報など

写真 写真

店舗情報お知らせなど
※コロナウィルス対応のた
め、営業時間等を変更してい
る店舗があります。各店舗に
お問い合わせください。

期間：5月29日（金）23:59まで

※状況によりイベントを中止または延期する場合があります。

アサヒズシ

店舗名

店舗基本情報

商品情報など

写真 写真

店舗情報お知らせなど

店舗名

店舗基本情報

オオハラヤカブキヤ

サスガヤ

グッドライフカフェ

クロガネヤ ショクラクコウボウ　ゲンヤ サンノクラジザケドコロ ホンテン

クラノ クラノゴヘイモチ キッチンカフェ グルグル ズシホンマチテンリュウキョウテン

キッサ　エン イザカヤ　キラク テンシンチュウボウ　キリン

テッパンヤキダイニング　ギンザ

セイヨウカッポウ　キチジョウジ

チャヤ カフェダイニング イー

アタゴ イチムアン ウールー

ヤキニク サカバ カナエテン

主催：飯田丘のまちバル実行委員会(飯田市中心市街地活性化協会)
共催：飯田商工会議所、（株）飯田まちづくりカンパニー、飯田市
協賛：飯田信用金庫
協力：みなきんプロジェクト(南信州基金準備委員会)
     facebook 「飯田南信州テイクアウトお店情報」

主催：飯田丘のまちバル実行委員会
事務局：飯田市中心市街地活性化協会(飯田商工会議所、㈱飯田まちづくりカンパニー、飯田市)
協力：㈱飯田ケーブルテレビ、飯田信用金庫、映画「いつくしみふかき」制作実行委員会、ニッチロー’
       サイヤマングレート、小沢あきこ、長野tube、OASISU/trackwork㈱

飯田市中心市街地活性化協会事務局
（飯田市 商業・市街地活性課内）

飯田市本町1-15 トップヒルズ本町１F
☎ 0265-52-1715（平日8:30～17:15)

しんきんは飯田丘のまちバルを応援しています。

【お問い合せ】

テイクアウトが
できるお店ガイド
テイクアウトが
できるお店ガイド

お得!!

※クラウドファンディングとは、インターネットを介して皆様から資金を募る仕組みです。

@iidaokabal
facebook



カフェ三連蔵

飯田市通り町2-1
営業 11:30～17:00  18:00～23:00
定休日 火曜日

☎0265-23-0023

通常のランチメニューがテイクアウトでご利用い
ただけるようになりました。そのほか、日替わり
の三連蔵弁当やチーズケーキセットも好評です。

ヴィンテージのコーヒーカップ＆ソーサーの取
り扱いをはじめました。コーヒー豆とあわせて
お家で特別なコーヒータイムはいかがですか？

BAR 時代屋

飯田市中央通り1-25 1F
営業 19：00～翌2：00
定休日 無休

☎0265-52-1915

優しい闇に抱かれながらオリジナルカクテルをお楽しみいただけ
ます。ノンアルコールカクテルもあります。テイクアウトのスモーク
チーズも好評です。事前予約を頂き店舗でのお引渡しとなります。

手打ちとんかつ志瑞

飯田市鼎名古熊2137-1
営業 11:00～14:00   17:00～20:30(Lo20:00)
定休日 無休

☎0265-53-6767

ご自宅、会社などでも志瑞のカツを是非
味わってください！ご予約頂ければお待た
せすることなくお渡しできます。

お客様に満足して頂けるように一枚一枚心を
込めてカツを作っています！是非ご賞味くだ
さい！

ここ数日御客様の御協力・優しさに感謝感激しております。
『コロナをぶっ飛ばし』スタッフ一同笑顔で再開出来るよう頑
張っています。皆様にお会いできる日を楽しみにしています。

GOLF&BAR JUKE　

飯田市中央通り1-23
営業 臨時対応営業11：30～13：30、17：00～23：00
定休日 日曜日

☎0265-49-0519

丼物、手作り本格カレー、定食弁当など
￥650からご用意しております。配達にで
きる限りご対応いたします。

旬彩ダイニング 柿の樹

下伊那郡高森町下市田1441-1
営業 11:30～22:30(Lo20:00)
定休日 水曜日

☎0265-48-6808

リーズナブルな、どんぶりを一つ一つ丁寧にお作り
しています。お電話いただけるとスムーズにお渡し
することが出来ます。仕出しの予約も承っています。

美味しいものを食べていただきたく、何回で
も利用してもらえる様に御安くなっています。
よろしくお願いします。

シミュレーションゴルフも楽しめるゴルフバーで
す。ゴルフされない方でもお気軽にご来店いただ
けます。ご自宅でJUKEの味をお楽しみください。

呑道楽  じん兵衛

飯田市馬場町1-17
営業 17:00～23:00(LO22:00)  （テイクアウト時間
17時-21時、テイクアウトLo20時）  定休日 日曜日

☎0265-24-5646

丁寧に串打ちした焼き鳥に40年継ぎ足し
た 自慢のタレが抜群に合う‼事前予約し
て頂いたらスムーズにご用意致します。

40年目 串もの始め オリジナル料理も充実し
ております。

寿司割烹 入船

飯田市今宮町2-89
営業 11:00～13:30  17:30～22:30(Lo22:00)
定休日 不定休

☎0265-24-5508

寿司と季節の料理と楽しめるお店です。

当店は、衛生面は次亜塩素酸などの殺菌をし
て、換気など出来ることはやっています！

鮨ごちそうや 松乃本店

飯田市座光寺3948-2
営業 11:00～14:30   17:00～22:00
定休日 火曜日

☎0265-52-5559

本格和食、鮨をお手軽にお楽しみ頂けま
す。お弁当をはじめ 鮨、丼物 出前も致し
ますお気軽にお問い合わせ下さい。

メインは魚ですが、 出来る限り地元の野菜 果
物 豆腐や肉等を取り入れ美味しく健康になれ
るメニューを日々 取り入れております。

砂払温泉

飯田市砂払町1-695
営業 11:00～19:00(Lo19:00) 
定休日 無休

☎0265-22-1209

元祖五平餅はもちろん食事処の定食・丼
のお持ち帰り承ります。配達も応相談。

当店は飯田型(眼鏡型)五平餅の元祖として江
戸中期より故郷の味を守り続けております。

原価 Bar SOL

飯田市中央通り2-23-5
営業 20:00～翌3:00
定休日 水曜日

☎0265-49-0640

SOLで人気フード4種を厳選！事前にお電
話頂ければお持ち帰り等すぐにご用意で
きます。

入場料1,300円でお酒が原価で楽しめます。フレアバー
テンダー全国大会２連覇を果たしており、パフォーマ
ンスをしながらカクテルを作ることもできます！

大トンテキすずか

飯田市松尾新井6238-8
営業 11:00～13:15  16:00～マスターのやる気次第
定休日 不定休

☎0265-22-9696

お弁当1つからでも気楽に注文してくださ
い。

豚肉はビタミンB1が豊富で脂身にはコレステ
ロールを下げる脂肪酸が脳卒中の抑制効果に
なります。

たこ焼き 子やじ

飯田市上郷黒田827-1
営業 11:00～18:00(Lo17:30)
定休日 不定休

☎080-1273-7444

全品ワンコインです！イベントメインで営
業しております！

外はカリッ中はトロッのたこ焼き子やじです
☆

TATSU屋製麺所

飯田市中央通り4-10-1
営業 11：30～15：00(Lo14：00)  17：30～23：30(Lo22：45)
定休日 月曜日

☎0265-22-2301

自家製生パスタのスパニッシュイタリアン
酒場です。生パスタ、ピザ、オードブル各
種テイクアウトご好評いただいています。

今はみなさんの笑顔を直接見る事はできませ
んが、テイクアウトを通じて皆さんに笑顔が広
がりますように！

割烹 千登勢

飯田市常盤町22
営業 10:00～22:00(LO21:00)
定休日 不定休

☎0265-22-0251

松花堂弁当 1500円(税別)～です。お渡し
時間臨機応変に対応します！お弁当1ケ皿
盛り1皿から配達も致します！

店舗も少人数使える個室もあります！

中華料理 食縁

飯田市駄科1312-6ハイツ井端1F
営業 11:00～22:00(LO21:30)
定休日 火曜日

☎0265-26-6262

500円の弁当が大人気！お電話頂ければ
スムーズにご用意します。全メニュー8%
割引します。

多くの縁に支えられて生きている、皆様とのご
縁を大事にしたいです。

やきとり、つくね等テイクアウト１本より!
１本100円です。
大将も退院してきたので、元気に営業中です！

創業43年、昭和の居酒屋です。つきぢ名物「鉄
板焼」も是非一度お試しください。

あじの店 つきぢ

飯田市知久町1-17
営業 17：30-23：00(Lo22：00)
定休日 日曜日、祝日

☎0265-24-9857

つぼ八アップルロード

飯田市鼎一色410マクロックス21 1階
営業 11:00～24:00 
定休日 12月31日

☎0265-23-0288

つぼ八の食材を、使用したお弁当！
メニューもテイクアウト可能です、おうち
で居酒屋気分を楽しめたら幸いです。

アルコール除菌、アルコール設置、貸し切り宴会
も可能です、お店のお料理のテイクアウト可能
ですのでつぼ八を家でも楽しめたら幸いです。

たこやきハウスデコちゃん飯田駅前店

飯田市中央通り4-40 1F
営業 9:00～19:00(Lo18:30)
定休日 火曜日

☎070-3339-3156

キッチンカーで11年、飯田駅前店で1年テ
イクアウトを続けております。
駅前店のみ電話注文承ります。

飯田駅前店では「笑顔アート」を展示中！？
ぜひ見に来て頂き笑顔の輪がSNS等で拡がれ
ば嬉しいです！

ナチュラルキッチン TESSHIN

飯田市本町2-1
営業 11:30～22:00(LO21:00)
定休日 不定休

☎0265-48-0150

お弁当は日常的にご利用できるように安価
に設定。その他、ご予算やシーンに応じて
対応いたしますのでお問い合わせ下さい。

お野菜をしっかりと使ったメニュー構成で、食
べた後には元気になれるような料理を作るよ
う頑張ってます。

鉄板 笑門 天龍峡店

飯田市川路4757-3
営業 18:30～24:00(LO23:30) 
定休日 火曜日

☎0265-49-0701

お好み焼、焼きそば、鉄板焼きなどテイク
アウト承ります。お電話、お待ちしておりま
す！

新メニュー開発中です！お楽しみに‼

豊丘村ゲストハウス井桁屋

下伊那郡豊丘村河野5731
営業 12:00～15:00(Lo14:30)
定休日 月、火、水、木

☎0265-49-8896

店主手作りのピザ釡で焼く、こだわり天
然酵母ピザが大人気！一番人気は、国産
鶏の照り焼きチキンマヨです。

ちょうどこの春から、日替りシェフによるシェ
アカフェを始めたばかりです。是非井桁屋HP
をご覧ください♪

トラットリア アンジャーネ

下伊那郡高森町出原164-2
営業 11:30～14:00  17:30～21:00(Lo20:30)
定休日 月曜日

☎0265-35-6290

薪窯焼きのクリスピーピッツァとパスタ
ソースがテイクアウト出来ます。ピッツァの
ご注文は17:00までにお電話をください。

手作りドレッシング、大好評です！

はげあたまのとうちゃん

飯田市白山町三丁目南9-4
営業 11:30～14:00  17:30～20:30(LO20:00)
定休日 日曜日

☎0265-52-6786

コロナに負けないように567円～のお弁当
を初め巣ごもりセットをやっています。

皆さんに美味しかったと言って頂ける料理、内
容を目指して頑張っています。

北の味 はこだて

飯田市中央通り1-18
営業 17:00～23：30(Lo22：45)
定休日 日曜日

☎0265-24-4805

揚げ物や焼き物を中心にテイクアウトメ
ニューをご用意しております。詳しくはお
電話にてお問合せ下さい。

北海道出身のマスターが厳選した旬の魚介類とそれに合うお酒が
楽しめる居酒屋です。自身の体力づくりと親子のコミュニケーショ
ンを兼ねて子供たちと近くの山へ登山に行くことにハマっています。

味処 八起

飯田市上郷黒田139-5
営業 11:30～13:30 17:00～21:00(LO20:30)
定休日 水曜日

☎0265-24-7339

うなぎ、天ぷら、とんかつ等の定食や丼の
メニューが売りです。テイクアウトの他、近
隣地域にはデリバリーもいたします。

今年で創業40周年。時代は昭和から令和へ。
｢温故知新｣の店づくりを目指していきます。

Buger Cafe PAL'S

飯田市本町1-10-1
営業 11：30～21：00(Lo20：30)
定休日 火曜日

☎080-2394-3984

通常のハンバーガー等のテイクアウトに加え、バンズのみの販売を
開始しました。ご家族で好きな具材を一緒に作ってオリジナルハン
バーガーを召しあがってください。（バンズ１個150円一家族6個まで)

お作りになったハンバーガーをインスタに「＃バーガー
カフェパルズ」をつけて是非拝見させてください！みな
さんのオリジナルハンバーガーを楽しみにしています。

バルDARA

飯田市東和町1-3-3
営業 18:00～23:30(Lo23:00)
定休日 火曜日

☎0265-48-0211

テイクアウトでは、生ハムやサラミ、ひなどりなどタパスの盛
り合わせを3、4人前¥5,000からご用意いたします。追加で単
品タパスやパエリアなどもできますのでお申し付けください。

姉妹店NUKUではカヌレの販売も開始しまし
た！

PIZZA hikonoKi

飯田市曙町105-1
営業 11：30～14：30(Lo14：00) 18：00～22：00(Lo21：30) 
定休日 水曜日

☎0265-55-0022

大好評のお持ち帰りPIZZA！前菜やパスタも選べるようになりま
した。平日ランチタイム(11:30～14:00)は、さらにお得なランチタイ
ムテイクアウトやってます。テイクアウトと言ったらPIZZAでしょ！

PIZZA屋ですが、塩パンも人気のhikonoKiで
す。今年3月に子供と嫁が里帰り出産から帰っ
てきました！幸せだ～！

BISTRO Freres

飯田市知久町2-9hotel IIDAstay1階
営業 11:30～14:00(Lo13:30)
定休日 月曜日、第3火曜日

☎0265-48-0592

現在ランチタイムは通常営業、ディナータイムは完全予約制
で営業しております。真空パックでコース料理を楽しめるテイ
クアウトを予約にて承っております。よろしくお願いします。

高羽町のパンの時間にてリエット、オリーブマ
リネ、ミモザサラダの販売も行っておりますの
で美味しいパンと合わせて是非！

HIRANOYA

飯田市通り町1-12
営業 10:00～18:00(Lo17:00)
定休日 月曜日

☎0265-24-8567

テイクアウトも対応！当日でもご注文OK♪お電話頂けるとスムーズです。「HIRANOYA
ランチボックス￥850＋tax～」「HIRANOYA特製カレーBOX ￥950＋tax」また、身体に
優しく心に嬉しい手作りスイーツ各種や、カフェラテもお楽しみいただけます。

人気のカフェラテは、ラテアートをしてご提供。『かわいい♡』と、笑顔になって
くださる瞬間は、私たちも嬉しくなります。1杯のカフェラテから生まれる笑
顔の連鎖にやりがいを感じる日々です。リクエストにもお応えできるかも⁉

 Hills Cafe

飯田市本町1-15 ﾄｯﾌ ﾋ゚ﾙｽﾞ本町1F
営業 11:30~17:00(LO16:30)  18:00~23:00(LO22:30) ディナータイムは予約制
テイクアウト受付、引渡し時間11:30~20:00　定休日 火曜日

☎0265-48-6152

丘の上のお洒落なカフェ！インスタ映え、女子受け抜群のホットサンド やカフェ丼がリー
ズナブルに味わえます。　人気ナンバーワンは自家製ローストビーフ 丼780円。その他定
番のホットサンド はボリューム満点で580円～ドリンクのテイクアウトも充実してます！

このガイド持参でお弁当1品につき100円引きとさせてい
ただきます。当日注文可。前日までのご予約でデリバリー
要相談。(5000円以上旧市内近郊　鼎、伊賀良、上郷)

ファームカフェココロ

飯田市川路7620
営業 10:00-17:00(LO16:30)
定休日 平日

☎0265-49-7780

ボリューム満点のココロバーガーが大人
気!!!ソフトクリームも人気です♪

当面の間土日のみの営業になりますが、平日
はレストランでバーガー等食べられます!

ここ数日御客様の御協力・優しさに感謝感激しております。
『コロナをぶっ飛ばし』スタッフ一同笑顔で再開出来るよう頑
張っています。皆様にお会いできる日を楽しみにしています。

ここ数日御客様の御協力・優しさに感謝感激しております。
『コロナをぶっ飛ばし』スタッフ一同笑顔で再開出来るよう頑
張っています。皆様にお会いできる日を楽しみにしています。

BARフィフティーズ1950

飯田市中央通り1-15
営業 平日18:00～翌3:00  日曜17:00～24:00
定休日 無休

☎0265-52-6450

アーリーアメリカンの雰囲気です。地元の
食材を使用したカクテルもあります。

テイクアウトのお弁当は昼夜随時ご予約を受け付けております。
お弁当メニューがプチリニューアル！お弁当肉増し。その日の希少
部位弁当が追加となりました。お電話にてお問い合わせください。

和牛一頭買い ふえ門

飯田市銀座3-1-1
営業 17:30～23:00
定休日 無休

☎0265-52-9029

『信州プレミアム和牛』一頭買いの焼肉店
です。営業時間も変わり早起きになったの
で、スタッフ一同家庭菜園をはじめました。

BAR古時計

飯田市馬場町1-7 村沢ビルB1F
営業 19：00～翌1：00
定休日 日曜日

☎0265-22-0750

ビクトリア調のちょっと大人の雰囲気で
す。ゆっくりお酒を楽しみにお越しくださ
い。

スペインバルマージ

飯田市江戸町4-282-1
営業 17：00～23：00(Lo22：30)休前日17：00～24：00(Lo23：30)
定休日 月曜日

☎0265-53-2139

パンフレットを見たで５％オフ！テイクアウトの詳細はFacebookより特設
ページへ！（飯田市 マージで検索）テイクアウト限定スペインのごちそうサン
ドウィッチボカティージョや豪華３種の限定バスクチーズケーキ始めました！

お家ごはんを盛り上げるマージのメニュー！ご自宅が
ヨーロッパに早変わり♪もちろん大人気のパエリア
もお持ち帰りOK！LINEのお友達追加でさらに割引♪

丸井亭

飯田市知久町4-1226
営業 11:00～14:00 16:30～20:30(Lo20:00)
定休日 木曜日（夏季、冬季不定期休）

☎0265-22-0349

蒲焼き（2200円）、うな丼、うな重、更に単
品メニューも全てお持ち帰り可能です。出
前も致します！

お品物は入店する事なくお車までお運びいた
します！美味しくて、さらに「最高の健康食」で
す！

丸中商會　

飯田市通り町2-22-3
営業 17:30～24:00(Lo23:00)
定休日 月曜日

☎0265-21-0733

七輪炭火焼き。さがりはとってもお薦めで
す。和牛、ホルモン、ラムなどしゃぶしゃぶ
も！

実は人気のラーメン。焼肉屋だけどアラカルト
メニューが楽しめます。

お家や会社でお店の味を楽しめる出前＆テイクアウトをやっております。定番
メニューはもちろん、店頭では「本日のおすすめ」から選んでいただく事もで
きます。お品書きはホームぺージをご確認ください。　Mkwy.web.fc2.com

大好評！ハンドメイドマスクも作っています。
売り切れの場合はご了承ください。

三河家食堂

飯田市常盤町1
営業 11：00～15：00  17:00～21:00
定休日 月曜日

☎0265-22-0293

夫婦寿司

下伊那郡高森町下市田2925-1
営業 15:00～22:00
定休日 水曜日

☎0265-35-6182

穴子、クジラが大人気！少人数から出前、
お持ち帰り致します。

笑いあり、喧嘩ありで夫婦で44年。昭和風情
溢れるお店です。

紋次郎

飯田市中央通り2-1
営業 18:00～23:00(Lo22:30)
定休日 日・月曜日

☎0265-24-3023

焼き鳥、アスパラベーコン、もつ煮が人気メ
ニューです。次回使用できる「生ビール無料券」
差し上げます。※串物等、お持ち帰りもOKです。

春の山道を歩けば、「みつばツツジ」が咲き、
きれいでスガスガしい陽ざしの季節です。雪
の残る山々も又美しいものです。

Trattoria Gastronomia MONDO.

飯田市大通二丁目228-7
営業 12:00～14:30   17:30～22:00(LO21:00)
定休日 火曜日（その他、不定休あり）

☎0265-48-5150

伊那谷の食材にこだわり、丁寧に仕上げ
たMONDOのテイクアウトをご家庭でお楽
しみください。

伊那谷の素晴らしい食材で仕立てたガレット
で、イベント出店などもしております。ガレット
もテイクアウトOK。

旨肉酒場やきまる

飯田市本町1-12 中村ビル1F（りんご並木沿い）
営業 17:30～23:30(L.O.23:00)
定休日 火曜日（予約の場合営業）

☎0265-49-0076

一品料理はテイクアウトできます。人気商品「も
もの素揚げ」4本セット（8ピース）2,000円や、
「やきまるおつまみセット」1,500円がお得です！

姉妹店「カフェ三連蔵」では「焼肉弁当」や「豚じ
ん丼」も販売しています。当店は3月で5周年を迎
えました！10周年に向けてさらに頑張ります！！

遊牧民

飯田市本町1-12 中村ビル1F（りんご並木沿い）
営業 11:30～14:00(Lo13:30)夜は予約のみ
定休日 火曜日・水曜日

☎0265-48-6698

「遊牧民」の知られざる人気商品がテイク
アウトもできます。豚肉カレー ¥770(税込)、
ラム肉カレー ¥880(税込)など

《ひと言モンゴル語講座》
「サンバイノー：こんにちは」  「バイルララー：
ありがとう」  「バイルタエ：さようなら」

お食事処・夢

飯田市鼎下山1071-7
営業 10:00～15:00(Lo15:00)
定休日 土曜日・日曜日・祝日

☎0265-49-8822

旬の食材、地元の野菜をたっぷり使い、手
作りで家庭的なお料理です。子どもから
年配者まで幅広くご好評頂いています。

キッチンカー「夢ママ号」で「ヘルシーハンバー
グ丼」を販売中‼動ける飲食店としてより多く
の方に笑顔のお手伝いをさせて頂いています。

米っ子寿司 龍巳

下伊那郡高森町吉田2196-2
営業 11：30～13:30  17：30～22:00(LO21:30)
定休日 木曜日

☎0265-35-4891

お昼の部　人気のランチメニューがほぼテイクアウト可能です。一日通してランチ価格の800円
税別　屋号に寿司屋と付きますがいわゆる地元に定着した和食店です。創業45年　日替わり
幕の内弁当、おまかせ握り寿司、生姜焼き定食、唐揚げ定食等　数多く取り揃えております。

寿司屋の鉄板ナポリタン　国産メンマの中華そば　人気のアルプスサーモン丼、信州
ポークひつまぶし丼等ラインナップ。当店は全国どんぶり選手権大会に数多く出場する
など地元の食材を取り扱って安心安全を提供しております。NHKBS放送に出演しました。

FOOD＆BAR REAZY

飯田市中央通り2-1セントラルホテル1F
営業 18:00～翌3:00
定休日 不定休

☎0265-48-9100

「信州和牛のローストビーフ」「三陸産の牡蠣（酒蒸しにして
提供）」まちバルのテイクアウトとしてお得なメニューの提
供を考えています！期待を裏切らないように振舞います！！

３月末からランチ・ディナーのテイクアウトを始めました。
日替わりランチも提供していて普段作るこのない料理(和
食、タイ料理など)を毎日楽しく作らせてもらっています。

Liber&Liber

飯田市中央通り3-50-3  小山ビル1F
営業 20:00～late　テイクアウト11:00～19:00
定休日 日曜日(月曜祝日の場合営業)

☎0265-49-7080

季節のフルーツのカクテルを中心に、幅広
いお酒を取り揃えております。
2軒目～締めの1軒などにご利用ください。

山菜が出だしたので、天ぷらにして日本酒を
飲むのが楽しみです。季節を感じましょう！

BAR Reunion

飯田市銀座2-11
営業 19：00～翌5:00
定休日 月曜日

☎0265-23-5811

ゴージャス弁当やってます。パーティー＆ディナーに、もちろんラグ
ジュアリーなランチにもデリバリーいたします。オードブルは3,000
円～。お弁当は1,000円から。フォアグラ丼合鴨ステーキ2,000円！

暖かさを感じる今日この頃。草木の緑が夏の
到来を感じますね♪ビールやBBQが楽しみな
季節がやって来ました！

ロカンディーナ ミヤザワ

飯田市上郷別府1403-1
営業 11：30～19：00(Lo17:00)
定休日 月曜日

☎0265-49-8195

こんな時だからこそ、ご自宅でレストラン
の味を楽しんでください。

地元の食材を使いながら、自分らしいイタリ
ア料理で南信州の四季を表現したいと思いま
す。

サンレングラ

コヤジ

イゲタヤトヨオカムラ キタノアジ ヒルズカフェ

バー ワギュウイットウガイ フエモン バー　フルドケイ マルイテイ マルナカショウカイ ミカワヤショクドウ メオトズシ モンジロウ

アジドコロ　ヤオキ ウマニクサカバ ユウボクミン オショクジドコロ ヨナッコズシ フード ＆ バー　リージー リーベル・リーベル バー　リユニオンタツミユメトラットリア ガストロノミア モンド

バーガーカフェ　パルズ ダラ ピッツァ　ヒコノキ ビストロ　フレール ヒラノヤ

タツヤセイメンジョ カッポウ　　チトセ チュウカリョウリ　ショクエン イイダエキマエテン テッシン テッパン　エモン　テンリュウキョウテン

バー　ジダイヤ シミズ シュンサイ カキノキ ノミドウラク ベエ スシカッポウ　イリフネ スシ マツノホンテン スナハライオンセン ゲンカ　バー　ソルゴルフ アンド　バー　ジューク

090-8724-1950
(予約専用)

080-7702-7498
（テイクアウト専用）


