
                  北茨城市内飲食店テイクアウト（お持ち帰り）・デリバリー（出前配達）実施店一覧表

　                                 新型コロナウイルスの感染拡大により、外出自粛要請が続く中で、市内飲食店では大きな打撃を受けております。
                                   そのため、市では市内飲食店で「テイクアウト（お持ち帰り）」、「デリバリー（出前配達）」を実施している飲食店をご案内しています。
　                                 市民の皆様には是非こちらをご活用いただき、ご自宅や職場でお店の味を楽しんでください。
　                                 また、お店の情報は随時募集しておりますので、掲載を希望される際はご連絡ください。

                                   ※掲載している店舗情報は変更になることがあります。詳細は、各店舗へ直接ご連絡をお願いします。

ジャンル 店　舗　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日 テイクアウト（お持ち帰り） デリバリー（出前配達）

和食 食
ショクサイ

彩　太
ダイ

信
シン

大津町北町2-5-18 0293-46-5511
11:30～14:00
17:00～20:00
※日曜日は昼のみ

水曜日 〇 〇

和食 居酒屋 こころ 磯原町磯原1-210サンシャインビル2F 0293-42-8566 17:00～20:00 火曜日 〇

和食・洋食 沢
サワ

杜
モリ

中郷町上桜井916-1 0293-44-0386
9:00～17:00
(電話注文受付時間) 月曜日 〇 〇

肉料理
ぎゅうぎゅう
きっちん

磯原町磯原5-151 0293-44-6700 11:30～14:30
月曜日

祝日は営業 〇

洋食 メヒコ北茨城店 平潟町1056-19 0293-30-2502
11：00～20：00
（LO19：00） 無休 〇

肉料理
焼肉とんかつ
久利山

磯原町豊田875-1 0293-44-0298
11:00～14:00
16:30～20:00 月曜日 〇

寿司 秀寿司
ヒデズシ

磯原町本町1-3-1 0293-42-0671
11:00～14:00
16:00～20:00 火曜日 〇 〇

和食
おふくろ弁当中郷本
店

中郷町下桜井974 0293-42-4741 7:00～21:00 なし ○ ○

和食 やま都うどん 中郷町下桜井974 0293-42-8139 11:00～20:00 なし ○

和・洋食
北茨城ロハス
磯原シーサイドホテ
ル

磯原町磯原2550 0293-42-0213 11:30～19:30
不定休

（電話でお問い合わせく
ださい）

○

・ご提供の2時間前までにご注文下
さい
・デリバリーは2人前以上から承り
ます
・市内一円配達します

・デリバリーは団体注文の場合（１
０個以上）にのみ承ります
・デリバリーにつきましては前日予
約が必要となります
・団体注文につきましてご希望のお
値段に合わせてお作り致します

※令和3年4月1日現在

・引き取り時間は、御相談くださ
い。営業時間以外でも可能な限り対
応致します

詳細はコチラ
http://www.mehico.com

・当日の1時間前までに御注文下さ
い

備　考

・デリバリーは注文受付後１時間以
内に発送します
・デリバリーは3,000円以上から承
ります

・メニューは相談により対応可能
（例：男の豚ショーガ焼き→男の豚
ショーガ焼き定食）

・前日までに予約が必要です
・テイクアウト商品は数に限りがあ
ります

・当日は2時間前までにご予約くだ
さい。
・10個以上ご注文の場合は、前日ま
でにお申し込みをお願いいたしま
す。



ジャンル 店　舗　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日 テイクアウト（お持ち帰り） デリバリー（出前配達） 備　考

やきとり やきとり とり久
キュウ

磯原町磯原2-90 0293-24-8556 16:30～20:00
火曜日

・
第1・3月曜日

〇

肉料理
よっこらしょっ
北茨城総本店

磯原町磯原2547-3 0293-43-6496

16:30～20:00
(テイクアウト)
11:00～13:00
(デリバリー)

不定休 〇 〇

和菓子等 万年
マンネン

屋
ヤ

菓子店 磯原町木皿826-1 0293-42-0241 9時～16時 不定休 ○

中華 中華料理　青
チン

島
タオ

磯原町豊田1-89-2 0293-43-6646

11:30～14:00
(テイクアウト)
17:00～20:00
(テイクアウト)

木曜日
第1・3水曜日 〇

和食 居酒屋　れんが 磯原町本町2-2-9 0293-42-7943 11:00～17:00 火曜日 ○

和食
茨城パシフィックカ

ントリークラブ
関南町神岡上小沢1113 0293-46-4111

11:00～16:00
(テイクアウト)

不定休 ○ 電話でお問い合わせくださ
い。

洋食
自然食レストランパ

ンプキン
磯原町磯原1-222 0293-42-1818 12:00～20:00 日曜日 〇

寿司 いそすし 磯原町本町3-3-1 0293-42-0014

11:00～13:00
17:00～20:00
その他相談に応じま
す。ご連絡下さい。

日曜日 〇 〇

和食 飲み処　鈴
スズ

磯原町磯原1-210サンシャインB101 0293-43-3254
17:00～21:00

なし ○

和食・洋食 地魚料理　どん 磯原町磯原2-152 0293-42-8200 17:00～20:00
日曜日
月曜日 〇

・テイクアウトは当日の提供３時間
前までに予約が必要です。

・要事前予約

・当日の30分前までにご注文くださ
い。
・テイクアウトは各メニュー10食限
定となります。

・ご提供の１時間前までにご予約く
ださい。
・土、日曜日など混み合った場合
は、時間指定をしていただけない場
合があります。その際は、テイクア
ウト商品が出来次第ご連絡させてい
ただきます。

・献立内容は全て自社の手造りのも
のを使用致します。彩どりも素晴ら
しい仕上がりになっております。
・予約が必要な商品がありますので
お問合せ下さい。

・前日予約が必要になります

・ご予約が必要になります。お電話
でご相談ください。（提供前日以前
の予約も可）
・ご予約の際にご希望の提供時間を
お伝えください。
・ご予約が集中している時は、時間
調整させて頂く場合があります。

・テイクアウトにつきましては前日
予約が必要になります。
・デリバリーにつきましてはご提供
の3時間前までのご予約が必要で
す。
・デリバリーは3,000円以上から
承っております。
・料理、すし等予算に応じてお作り
いたしますのでご相談ください。



ジャンル 店　舗　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日 テイクアウト（お持ち帰り） デリバリー（出前配達） 備　考

イタリアン
ワ・ダイニングバー

リエート
中郷町上桜井2087 0293-42-1055

11:00～14:30
17:00～22:00

月曜日 〇

中華 四川
シセン

厨房
チュウボウ

　蒼天
ソウテン

中郷町小野矢指247-3 0293-43-4000 11:00～14:00 月曜日 〇

和食 浜
ハマ

庄
ショウ

平潟町1482-2 0293-46-3373 11:30～14:00 月曜日 ○

中華 中国料理　ふじよし 華川町中妻367-6 0293-42-7773
11:00～14:00
17:00～20:00

火曜日
（定休日） 〇

洋食 エキマエカフェ 中郷町小野矢指241-2 0293-24-7177 11:00～16:00 日曜日・月曜日 〇

洋食
レストラン

マルサーラ
大津町五浦2-164 0293-46-1877

10:00～16:00
（テイクアウト受付）
11:30～18:00
（テイクアウト引き渡
し）
※但し休憩時間あり

火曜日
（不定休あり） 〇

寿司 潮騒の宿　暁
アカツキ　エン

園 平潟町長浜1519-23 0293-46-5891 11:00～16:00
不定休

（お電話でお問合せ下さ
い）

〇 〇

中華 中華料理　留
リュウ

仙
セン

磯原町本町1-3-20 0293-42-3553
11:00～14:00
17:00～19:00

日曜日 〇

洋食 トントンハウス 中郷町足洗390-1 0293-43-6384
11:00～16:00
(テイクアウト)

水曜日 ○

寿司 かづみ寿し 磯原町磯原508-1 0293-42-0720

11:30～13:30
17:30～20:00
※デリバリーは土日の
み

火曜日
水曜日 〇 〇

和食 和
ナゴ

味
ミ

磯原町磯原1-181 0293-43-3393 11:00～19:00
水曜日
土曜日
日曜日

○

・テイクアウトは20食くらいまでと
なっています。

・近くの方に限り生ものテイクアウ
ト可

・ご提供の２時間前までに予約が必
要です

・一部店内メニューのテイクアウト
もお受けしております。
・店内メニューは2日前までの予約
注文でお願いします。
・詳しくはInstagram:
izakaya.sotenで確認して下さい。

・予約にて出来たての揚げ物の販売
も承っております。
・定番メニュー以外の総菜もありま
すので、詳細はお電話でお問合せ下
さい。

・電話でのご注文の場合、ご提供の
30分前までにご連絡ください。また
店舗での注文も可能です。

・当日11時までのご予約が必要とな
ります。

・前日までに予約が必要となりま
す。
・ご予約が集中している時は時間調
整させて頂く場合があります。

・ご提供の2時間前までに予約が必
要になります。

・ご提供の1時間前までの予約が必
要となります。
・twitterにてメニュー金額等表示し
てあります：＠marsala_kitaiba



ジャンル 店　舗　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日 テイクアウト（お持ち帰り） デリバリー（出前配達） 備　考

海鮮丼 魚や　まるいち 平潟町1067-2 0293-46-0420
11:30～16:00
（土曜・日曜日のみ）

火曜日 〇

和食 山口屋 磯原町本町3-4-16 0293-42-0273

11:00～14:00
17:00～20:00
（テイクアウト）

11:00～13:00
（デリバリー）

日曜日 ○ ○

和食 大浜
オオハマ

丸
マル

　魚力
ウオリキ

大津町五浦1-131 0293-46-5995
昼11:30～14:30
夜17:30～20:00
(夜は金土日のみ)

水曜日
（火・木不定休あり） ○

和食・洋食 二ツ島観光ホテル 磯原町磯原2553 0293-42-0183

11:00～15:00
(テイクアウト)
17:00～20:00
(テイクアウト)

火曜日 ○ ○

和食 やまみ 大津町131 090-4743-5266 9:30～13:30
日曜日
祝日 〇

寿司 扇
オウギ

寿し 磯原町磯原2-188 0293-42-3476
11:30～14:00
17:00～22:00

木曜日 〇 〇

和食 きっちん春 磯原町磯原5-173 0293-24-9393 10:00～１3:00 日曜日・月曜日 〇 〇

和食・洋食

マウントあかね内

レストラン「ルピナ

ス倶楽部」

華川町小豆畑2747 0293-30-0606

11：30～14：00
（ルピナスランチ）
11：30～12：30
（お弁当）

なし
※お弁当は土日祝日休み 〇

和食
ばんどう太郎北茨城
店

中郷町下桜井1032 0293-24-9901 11:00～21:00 なし ○ ○

中華 中華料理　長
チョウ

春
シュン

中郷町上桜井1367 0293-42-5982 11：00～15:00 火曜日 ○

・電話での受付時間は昼13時まで
（受け取りは15時）夜は19時まで
(受け取りは20時)となっておりま
す。
・生ものの商品は衛生上近隣の方に
限らせていただきます。
・穴子丼、鯖寿司、穴子の太巻きは
入荷の状況次第で品切れの場合あ
り。

・事前予約要（ルピナスランチ：当
日の1時間前まで、日替わり弁当：
前日まで）
・お弁当は数に限りがありますので
お問い合わせください。
・当日の混雑状況により対応できな
い場合があります。

・事前要予約（テイクアウト：当日
の1時間前まで、デリバリー：前日

まで）
・配達はご注文時に受け付けます。
・その他メニューございます。詳細

はお問合せ下さい。

・前日までに予約が必要です

・ご提供の2時間前までに予約が必
要です。

・デリバリーは企業・店舗に限りま
す。

・事前予約承ります
（当日でも可）。
・出前は3000円より承ります。詳
細はお問合せ下さい。

・ご提供の１時間前までの予約が必
要です。

11時までにご予約が必要です



ジャンル 店　舗　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日 テイクアウト（お持ち帰り） デリバリー（出前配達） 備　考

和食 割烹
カッポウ

旅館
リョカン

　さらしな 磯原町本町3-3-22 0293-42-1159 11:00～14:00 なし 〇 〇

洋食 モリモア 平潟町143 0293-46-3277 11:00～17:00 不定休 〇

和食
和風レストラン

にしき

関南町神岡下
357

0293-46-2485 11:30～14:30 木曜日 ○

洋食 レストラン一ツ木 磯原町豊田1-96 0293-42-1171
11:30～13:30
17:30～19:30

月曜日・第3火曜日 ○

洋食 タリモ珈琲 関南町仁井田467-1 0293-30-5525 9:00～18:00 水曜日 ○

洋菓子
図書館カフェ

しゃぼん玉

磯原町本町2-5-16
(北茨城市図書館内)

なし
11:00～14:00
(テイクアウト可能な時
間帯)

月曜日（祝祭日の場合は
その翌日）

※図書館の休館日と同じ
〇

和食 居酒屋　漁夫
ギョフ

磯原町磯原1-112 0293-42-8078 17:00～21:00 月曜日(他不定休有) ○

和食 石水
セキスイ

ドライブイン 中郷町小野矢指1-11 0293-42-5192 14：00～17：00
水曜日

第4水曜・木曜連休 〇

和食
あんこうの宿

まるみつ旅館
平潟町235 0293-46-0569 11：00～14:00 月曜日 ○

和食 かりの食堂
磯原町木皿
842－１

0293-42-0231 11:00～18:30 木曜日 × 〇

和食・洋食
カフェレストラン

まがじぃの
磯原町磯原2-147 0293-42-6364 17:00～19:00

日曜日
月曜日 ○

・電話予約不可。直接店舗でご注文
ください。
・混雑時はお待ちいただく場合があ
ります。

・個数が5個以上の場合事前予約を
お願い致します。

・ご提供の1時間前までに予約が必
要です。

・前日までに要電話予約
・電話受付時間10:00～14:00
・お渡し時間11:30～14:30
・その他の時間についてはご相談く
ださい。
・各種クレジット paypay その他可
・詳しくは食べログをご参照下さ
い。

・ご提供の1時間前までに予約が必
要です。

・前日までの予約が必要です。

・事前予約要（テイクアウト・デリ
バリー共に３日前）
・デリバリーは10個以上からの注文

・前日までに予約が必要です。

・前日までに予約が必要です。
・テイクアウトは鍋を持参して下さ
い。



ジャンル 店　舗　名 住　　所 電話番号 営業時間 定休日 テイクアウト（お持ち帰り） デリバリー（出前配達） 備　考

洋食 喫茶ペパーミント
磯原町本町2-3-4
（松月堂奥）

0293-42-0124 10:00～15:00
第3土曜日と
続く日曜日 ○ ○

和食 五
イツ

浦
ウラ

観光ホテル 大津町722 0293-46-1111 11:00～18:00
月～金

予約は受付ています 〇 〇

和食・洋食 友の湯旅館 平潟町493 0293-46-0551 12:00～18:00 不定休 〇 〇

和食・洋食 えびす亭 関南町仁井田521-5 0293-46-5994 17:00～23:30 不定休 〇

カレー
インドレストラン

さくらガーデン

磯原町本町
2-3-34

0293-44-6722

ランチ
11:00～15:00
ディナー
17:00～22:00

なし ○

和食 キッチンハウス　マミイ 大津町22 0293-46-5683
11:00～18:00

日曜日・祝日 ○

和食 高砂
タカサゴ

屋
ヤ

大津町23 0293-46-5684
11:00～14:00
17:00～21:00 木曜日 ○ ○ ・前日までの予約が必要です。

・前日までの予約が必要です。

・ご提供5日前までの予約が必要で
す
・ご注文は10食からお受けいたしま
す。
・お祝い、御法要等にご利用下さい
・営業時間が変更になる事がござい
ま　　　すのでお電話でお問合せ下
さい。

・可能な限り事前予約をお願いして
います。
・テイクアウト:提供の1時間前まで
の予約をお願いします。
・デリバリー:提供前日までの予約を
お願いします。

・テイクアウト:提供の1時間前まで
の予約をお願いします。
・ディナーメニューは、ほか多数あ
りますので、詳細はお問い合わせく
ださい。

・前日までの予約が必要です

・23:00までの予約が必要です。


