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にこにこハンバーグひまわり

アーシュターブル 那珂店
川はた うなぎ店

日本一ラーメン

味噌乃マルショウ那珂後台店

あげや

肉の青木

希林亭

ふじ庄

常陸乃国
かぐや姫本店

とんかつ一筋 かつ𠮷

レッドヴァイオリン

カフェ・レストラン 
ペピート

レストラン
キャロッツ

魚菜おととや 菅谷店

ファミリーらーめん
華林

旬菜CAFE ふ輪り

カフェギャラリー OPEN SESAME

ル・コースイ 美喰館

寿司 季節料理
しののめ

梅の家

リストランテ
ミヤモッシモ

とんかつ専門 やわら

割烹おかざき 割烹旅館 満㐂葉

❸

20
❷

19

26
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23

酒座かちかち山本舗
竹虎
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12

❺

27

25
28

21

24 ❻
16

❽
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18
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❾ ❹

❼

❶ 15

ファミリーラーメン 
ふるさと14

22

レストラン　キャロッツ 希林亭

にこにこハンバーグひまわり 割烹旅館　満㐂葉
持帰029-296-0201

那珂市瓜連1723-2
11：00～19：30

前日までの予約 当日不可
年末年始12/29～１/３

国産鰻重 　3,000円
慶事・法事用お持ち帰りお弁当もご用意できますので
お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号 定休日 ホームページ住所 営業時間 その他情報 テイクアウトができるお店持帰 デリバリーができるお店配達

❶ ❷

❸ ❹

持帰029-295-4129
那珂市菅谷168-12
11：30～15：00
17：00～21：30

注文受付時間：11：00～20：00の間にお渡し
一部前日までの予約商品あり
10種類以上のお弁当をご用意しています。
詳しくはHPをご覧ください

火曜日　第３水曜日
http://www.e-carrots.com/

洋風幕の内弁当A 1,296円
常陸牛ハンバーグと小エビフライ弁当1,560円
常陸牛ハンバーグ・ステーキ弁当2,808円

持帰029-295-0575
那珂市飯田1635-31
11：00～14：00
17：00～21：00

注文受付時間 10：00～19：30
水曜日　第１火曜日夜

うなぎ弁当 3,500円
焼肉弁当 1,000円
ヒレカツ弁当 1,250円

エビフライ弁当 1,200円
ミックスフライ弁当 1,450円

029-219-7144
那珂市菅谷3872

不定休
注文受付時間：10：30～20：30

平　日 11：00～15：00
  17：00～21：00
土日祝  11：00～21：00

ひまわり粗挽きハンバーグ弁当 1,036円～
和風ハンバーグ・常陸牛カットステーキ弁当 1,782円～
ハンバーグ・エビフライ弁当1,490円

持帰

ネギ塩牛タンハンバーグ弁当1,058円
和風ハンバーグ弁当 648円

季節のオードブル盛り合わせ4～5人前10,584円 2～3人前5,400円

主　催・問合せ先　那珂市商工会　那珂市菅谷4404-7　TEL029-298-0234

http://www.nakashishokokai.com/http://www.nakashishokokai.com/

「いぃ那珂ごはん」公式ホームページ（那珂市商工会HP内）
ＨＰでより詳細な情報をチェック！

掲載店には、手洗い、アルコール消毒、調理・接客・配達時のマスク着用などを
徹底いただいております。
ご利用の際には感染症対策や「いばらきアマビエちゃん」の登録にご協力下さい。
なお、国・県の要請により営業時間が短縮になる場合があります。

ご注文は各店舗へ直接お願いします。
メニューや価格、サービス等掲載内容は予告なく変更になる場合があります。（価格は税込みです）

那珂市商工会では、テイクアウト&デリバリー応援キャンペーン「いぃ那珂ごはん」を実施中。
那珂市の美味しいお店の味をご家庭に届けたい、みんなで食べてお腹も心も元気になっていただきたい！

「お店の自慢の味をご家庭で」「職場の仲間と一緒に」「今日はちょっとラクして」
“いぃ那珂ごはん”いかがですか？



あげや
029-210-1083
那珂市後台3194-1
11：00～14：00
18：00～21：00

注文受付時間 11：00～14：00
　　　　　　 18：00～21：00

木曜日
http://www.ageya0808.com/

厚切りロースカツ弁当（150g）1,000円
ヒレカツ弁当（100g）1,000円
ひまわりっこカツ丼（ロース）1,000円

カツカレー（ロース） 1,000円
あげやの鶏唐揚げ弁当1,000円

持帰

酒座かちかち山本舗 竹虎

つくねタレ・しおなど各２本 500円
チーズオムレツ 780円
とりもも唐揚（大）タルタル 860円

持帰029-295-9070
那珂市菅谷5483
18：00～23：00（日・祝17：00～）

注文受付時間 16：00～19：00
前日までのご予約。自粛期間中は当日注文可。
期間限定メニューあり。

火曜日・祝日にあたる月曜日

【自粛期間中のみ】日替わり弁当 750円
【自粛期間中のみ】おつまみセット2,500円

とんかつ専門　やわら

とんかつロースかつ 860円～
とんかつヒレかつ 1,300円～
エビフライ 　2,160円～

持帰029-296-2544
那珂市瓜連1463-3
11：00～14：00
17：00～20：00

注文受付時間 9：00～19：30
木曜日

チキンかつ 860円
ライス 120円

味噌乃マルショウ那珂後台店
持帰029-295-7878

那珂市後台3053-13
11：00～22：00
（Lo21：30）

注文受付時間 10：00～21：30
なし

から揚げ弁当 500円
餃子弁当 500円
チャーハン 500円

宅飲みセット 1,200円
宅飲みセット 2,000円

梅の家
持帰029-298-0764

那珂市額田北郷536
11：00～14：30
17：00～21：00

注文受付時間 10：00～14：00
　　　　　　 17：00～20：00

月曜日夜・火曜日

かつ丼 　900円
焼き肉弁当 1,100円
ニンニクはさみ揚げ弁当1,100円

ロースカツ弁当 1,000円
もつ煮単品 660円

寿司 季節料理　しののめ

上寿司 1,836円～
特上寿司 2,484円～
上ちらし寿司 　1,998円～

持帰029-298-8965
那珂市竹ノ内4-18-7
11：00～14：00
17：00～22：00（終了時間変更あり）

配達の場合3000円以上。
配達の範囲がありますので電話にてご
確認ください。

月曜日（祝日の場合は翌日休）

天重㊥ 1,512円～
仕出し・お弁当 応相談

カフェ・レストラン ペピート

ハンバーグ 1,070円
鮮魚のソテー 　1,070円
桜姫鶏モモ肉ソテー 1,070円

持帰029-295-1888
那珂市堤1067-2
10：00～21：30

注文受付時間 11：00～20：30

木曜日
https://pepeeto.com/

リストランテミヤモッシモ
持帰029-219-7474

那珂市額田南郷1101-1
11：30～14：30（LO13：30）
18：00～21：00（LO20：00）

注文受付時間 11：30～14：30
　　　　　　 17：00～19：00

月曜日（祝日の場合は火曜日）

常陸牛のミートソース（ペンネ） 1,000円
常陸牛の冷凍ラザニア1,200円

ル・コースイ
持帰029-298-6379

那珂市菅谷665-59
10：00～17：00

ル・コースイのFacebookにて店休日を
お知らせしています。

水曜日・不定休

焼菓子 　90円～
チーズケーキバー 140円～
シュークリーム 180円

デコレーションケーキ5号～3800円～
焼菓子詰合せ ご予算に応じて

旬菜CAFE　ふ輪り
持帰

ふ輪りのナポリタン～目玉焼きのせ 680円
本日のランチ 980円

とんかつ一筋　かつ𠮷
持帰029-298-0149

那珂市鴻巣483
11：00～14：30
17：00～20：30

注文受付時間 11：00～19：00
月曜日

とんかつ弁当 1,100円
ひれかつ弁当 1,500円
かつ丼 1,100円

かつカレー 1,300円
ひれかつサンド 1,000円

電話番号 定休日 ホームページ住所 営業時間 その他情報 電話番号 定休日 ホームページ住所 営業時間 その他情報テイクアウトができるお店持帰 デリバリーができるお店配達 テイクアウトができるお店持帰 デリバリーができるお店配達

アーシュターブル那珂店
持帰029-353-2035

那珂市後台3180-1
11：00～21：00

注文受付時間 10：30～20：00
デリバリー市内近場配達時間応相談

月曜ディナータイム
https://h-table.com/

常陸牛100％ハンバーグ弁当1,000円
オーストラリア産サーロインサイコロステーキ弁当1,000円
オーストラリア産ローストビーフ弁当1,000円

特製BIG唐揚げ弁当 600円
週替りカレーライス 600円

配達

カフェギャラリー OPEN SESAME
持帰090-6231-6297

那珂市横堀1899-5
11：00～17：00

注文受付時間 11：00～15：00
水曜日

ピザ各種　 950円
ピラフ各種 800円
オムライス 800円 オリジナルコーヒー（２人前） 800円

割烹おかざき
持帰029-296-3901

那珂市下大賀840-2
11：30～14：00
17：00～20：00

注文受付時間 10：00～15：00
月曜日

天丼 1,000円
ジャンボエビフライ弁当1,300円
梅味ロースカツ弁当 900円

生姜焼弁当 1,000円
銀ダラ西京焼弁当 900円

美喰館
持帰029-295-6821

那珂市菅谷791-4
11：30～23：00

注文受付時間 9：00～20：00
月曜日

ステーキ丼弁当 999円
みそかつ弁当 995円
生姜焼弁当 990円

エビフライ弁当 1,100円
カニクリームコロッケ弁当1,300円

ファミリーラーメン ふるさと
持帰029-295-2310

那珂市杉1097-7
11：00～14：30
17：00～20：30

注文受付時間 11：00～20：30
木曜日

スタミナライス 930円
カラアゲ弁当 780円
超ニンニク10倍弁当 750円

ヤキトリ丼 700円
各種ラーメン（麺別乗せ） 600円～

ファミリーらーめん華林
持帰029-295-3777

那珂市堤435-15
11：00～20：45
（平日は15：00～17：00休憩）

注文受付時間 10：00～20：00
水曜日（祝日の場合は木曜日）

餃子弁当 620円
ホルモン弁当 700円
酢豚弁当 810円

チャーハン（サラダ付） 950円
中華丼（サラダ付） 950円

川はた　うなぎ店
持帰029-295-1929

那珂市後台3127-30
11：00～20：30

注文受付時間 12：00～13：30
　　　　　　 17：00～18：30
コロナに負けるなキャンペーン実施中。
期間限定で掲載価格より200円引き

月曜日

（上うなぎ）お弁当 3,726円
（上）かば焼き 3,510円

❺ ❻

❼ ❽

❾ 10

11 12

13 14

15 16

常陸乃国　かぐや姫本店
持帰029-295-7788

那珂市飯田1634-1
11：00～15：00

注文受付時間 10：00～14：00
金曜日

五目釜めしと唐揚げ弁当 1,380円
五目釜めしと天ぷら弁当1,490円
エビフライ＆ヒレカツ弁当1,700円

特選うな重　 3,240円
カツカレー弁当　 1,180円

ふじ庄

生そば３人前 1,780円
めんつゆ（２合） 380円
天重 　1,350円

持帰029-295-0473
那珂市飯田1635-2
11：00～14：00

注文受付時間 10：00～
天重のみ前日までの予約。
そば、ご飯売り切れの場合早めに閉店す
ることがございます。

火曜日
http://www.instagram.com/fujishou_official/

https://www.facebook.com/lecosui/

レッドヴァイオリン
持帰029-295-3677

那珂市鴻巣384-8

ハンバーグ弁当（デミ）500円
ハンバーグ弁当（和風）500円
ハンバーグ弁当（トマト）500円

11：00～21：30
（17：00以降は予約のみ）

注文受付時間 10：00～15：00
ご注文20分～30分でご提供
ご注文数が多い場合は事前にご連絡く
ださい。

不定休

配達

日本一ラーメン
持帰029-298-4837

那珂市後台3061-6
11：00～21：00

注文受付時間 11：00～20：00
火曜日・水曜日

自家製餃子 450円
冷凍自家製餃子（５ヶ）300円
レバニラ炒め 830円

チャーハン 800円
自家製もつ煮 650円

魚菜おととや 菅谷店
持帰029-295-4955

那珂市竹ノ内1-3-6
11：00～14：00（LO13：30）
17：00～21：00（LO20：30）

注文受付時間 11：00～14：00
　　　　　　 17：00～19：00

火曜日

080-6987-1984
那珂市堤664-7 1F
平　日 11：00～18：00
金土日 11：00～20：00

注文受付時間 10：30～14：00
2021年10月23日OPEN予定です。
インスタグラム＠fuwari1673

水曜日

おととや特製弁当 1,300円
にぎり上寿司 1,200円
天丼 850円

うな重 1,600円
海鮮丼 1,300円

肉の青木
029-295-2902
那珂市豊喰107
11：00～19：00

注文受付時間 11：00～17：30

水曜日・木曜日のみ営業
http://gyouza-aoki.com/

https://www.instagram.com/fuwari1673/

とんかつ（ロース、ヒレ）各324円
コロッケ　 97円
メンチ 173円

持帰

唐揚げ 100ｇ/203円
モツ煮込み 430円

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

https://www.instagram.com/taketora1998/

ご注文は各店舗へ直接お願いします。メニューや価格、サービス等掲載内容は予告なく変更になる場合があります。（価格は税込みです） ご注文は各店舗へ直接お願いします。メニューや価格、サービス等掲載内容は予告なく変更になる場合があります。（価格は税込みです）



あげや
029-210-1083
那珂市後台3194-1
11：00～14：00
18：00～21：00

注文受付時間 11：00～14：00
　　　　　　 18：00～21：00

木曜日
http://www.ageya0808.com/

厚切りロースカツ弁当（150g）1,000円
ヒレカツ弁当（100g）1,000円
ひまわりっこカツ丼（ロース）1,000円

カツカレー（ロース） 1,000円
あげやの鶏唐揚げ弁当1,000円

持帰

酒座かちかち山本舗 竹虎

つくねタレ・しおなど各２本 500円
チーズオムレツ 780円
とりもも唐揚（大）タルタル 860円

持帰029-295-9070
那珂市菅谷5483
18：00～23：00（日・祝17：00～）

注文受付時間 16：00～19：00
前日までのご予約。自粛期間中は当日注文可。
期間限定メニューあり。

火曜日・祝日にあたる月曜日

【自粛期間中のみ】日替わり弁当 750円
【自粛期間中のみ】おつまみセット2,500円

とんかつ専門　やわら

とんかつロースかつ 860円～
とんかつヒレかつ 1,300円～
エビフライ 　2,160円～

持帰029-296-2544
那珂市瓜連1463-3
11：00～14：00
17：00～20：00

注文受付時間 9：00～19：30
木曜日

チキンかつ 860円
ライス 120円

味噌乃マルショウ那珂後台店
持帰029-295-7878

那珂市後台3053-13
11：00～22：00
（Lo21：30）

注文受付時間 10：00～21：30
なし

から揚げ弁当 500円
餃子弁当 500円
チャーハン 500円

宅飲みセット 1,200円
宅飲みセット 2,000円

梅の家
持帰029-298-0764

那珂市額田北郷536
11：00～14：30
17：00～21：00

注文受付時間 10：00～14：00
　　　　　　 17：00～20：00

月曜日夜・火曜日

かつ丼 　900円
焼き肉弁当 1,100円
ニンニクはさみ揚げ弁当1,100円

ロースカツ弁当 1,000円
もつ煮単品 660円

寿司 季節料理　しののめ

上寿司 1,836円～
特上寿司 2,484円～
上ちらし寿司 　1,998円～

持帰029-298-8965
那珂市竹ノ内4-18-7
11：00～14：00
17：00～22：00（終了時間変更あり）

配達の場合3000円以上。
配達の範囲がありますので電話にてご
確認ください。

月曜日（祝日の場合は翌日休）

天重㊥ 1,512円～
仕出し・お弁当 応相談

カフェ・レストラン ペピート

ハンバーグ 1,070円
鮮魚のソテー 　1,070円
桜姫鶏モモ肉ソテー 1,070円

持帰029-295-1888
那珂市堤1067-2
10：00～21：30

注文受付時間 11：00～20：30

木曜日
https://pepeeto.com/

リストランテミヤモッシモ
持帰029-219-7474

那珂市額田南郷1101-1
11：30～14：30（LO13：30）
18：00～21：00（LO20：00）

注文受付時間 11：30～14：30
　　　　　　 17：00～19：00

月曜日（祝日の場合は火曜日）

常陸牛のミートソース（ペンネ） 1,000円
常陸牛の冷凍ラザニア1,200円

ル・コースイ
持帰029-298-6379

那珂市菅谷665-59
10：00～17：00

ル・コースイのFacebookにて店休日を
お知らせしています。

水曜日・不定休

焼菓子 　90円～
チーズケーキバー 140円～
シュークリーム 180円

デコレーションケーキ5号～3800円～
焼菓子詰合せ ご予算に応じて

旬菜CAFE　ふ輪り
持帰

ふ輪りのナポリタン～目玉焼きのせ 680円
本日のランチ 980円

とんかつ一筋　かつ𠮷
持帰029-298-0149

那珂市鴻巣483
11：00～14：30
17：00～20：30

注文受付時間 11：00～19：00
月曜日

とんかつ弁当 1,100円
ひれかつ弁当 1,500円
かつ丼 1,100円

かつカレー 1,300円
ひれかつサンド 1,000円

電話番号 定休日 ホームページ住所 営業時間 その他情報 電話番号 定休日 ホームページ住所 営業時間 その他情報テイクアウトができるお店持帰 デリバリーができるお店配達 テイクアウトができるお店持帰 デリバリーができるお店配達

アーシュターブル那珂店
持帰029-353-2035

那珂市後台3180-1
11：00～21：00

注文受付時間 10：30～20：00
デリバリー市内近場配達時間応相談

月曜ディナータイム
https://h-table.com/

常陸牛100％ハンバーグ弁当1,000円
オーストラリア産サーロインサイコロステーキ弁当1,000円
オーストラリア産ローストビーフ弁当1,000円

特製BIG唐揚げ弁当 600円
週替りカレーライス 600円

配達

カフェギャラリー OPEN SESAME
持帰090-6231-6297

那珂市横堀1899-5
11：00～17：00

注文受付時間 11：00～15：00
水曜日

ピザ各種　 950円
ピラフ各種 800円
オムライス 800円 オリジナルコーヒー（２人前） 800円

割烹おかざき
持帰029-296-3901

那珂市下大賀840-2
11：30～14：00
17：00～20：00

注文受付時間 10：00～15：00
月曜日

天丼 1,000円
ジャンボエビフライ弁当1,300円
梅味ロースカツ弁当 900円

生姜焼弁当 1,000円
銀ダラ西京焼弁当 900円

美喰館
持帰029-295-6821

那珂市菅谷791-4
11：30～23：00

注文受付時間 9：00～20：00
月曜日

ステーキ丼弁当 999円
みそかつ弁当 995円
生姜焼弁当 990円

エビフライ弁当 1,100円
カニクリームコロッケ弁当1,300円

ファミリーラーメン ふるさと
持帰029-295-2310

那珂市杉1097-7
11：00～14：30
17：00～20：30

注文受付時間 11：00～20：30
木曜日

スタミナライス 930円
カラアゲ弁当 780円
超ニンニク10倍弁当 750円

ヤキトリ丼 700円
各種ラーメン（麺別乗せ） 600円～

ファミリーらーめん華林
持帰029-295-3777

那珂市堤435-15
11：00～20：45
（平日は15：00～17：00休憩）

注文受付時間 10：00～20：00
水曜日（祝日の場合は木曜日）

餃子弁当 620円
ホルモン弁当 700円
酢豚弁当 810円

チャーハン（サラダ付） 950円
中華丼（サラダ付） 950円

川はた　うなぎ店
持帰029-295-1929

那珂市後台3127-30
11：00～20：30

注文受付時間 12：00～13：30
　　　　　　 17：00～18：30
コロナに負けるなキャンペーン実施中。
期間限定で掲載価格より200円引き

月曜日

（上うなぎ）お弁当 3,726円
（上）かば焼き 3,510円

❺ ❻

❼ ❽
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11 12

13 14

15 16

常陸乃国　かぐや姫本店
持帰029-295-7788

那珂市飯田1634-1
11：00～15：00

注文受付時間 10：00～14：00
金曜日

五目釜めしと唐揚げ弁当 1,380円
五目釜めしと天ぷら弁当1,490円
エビフライ＆ヒレカツ弁当1,700円

特選うな重　 3,240円
カツカレー弁当　 1,180円

ふじ庄

生そば３人前 1,780円
めんつゆ（２合） 380円
天重 　1,350円

持帰029-295-0473
那珂市飯田1635-2
11：00～14：00

注文受付時間 10：00～
天重のみ前日までの予約。
そば、ご飯売り切れの場合早めに閉店す
ることがございます。

火曜日
http://www.instagram.com/fujishou_official/

https://www.facebook.com/lecosui/

レッドヴァイオリン
持帰029-295-3677

那珂市鴻巣384-8

ハンバーグ弁当（デミ）500円
ハンバーグ弁当（和風）500円
ハンバーグ弁当（トマト）500円

11：00～21：30
（17：00以降は予約のみ）

注文受付時間 10：00～15：00
ご注文20分～30分でご提供
ご注文数が多い場合は事前にご連絡く
ださい。

不定休

配達

日本一ラーメン
持帰029-298-4837

那珂市後台3061-6
11：00～21：00

注文受付時間 11：00～20：00
火曜日・水曜日

自家製餃子 450円
冷凍自家製餃子（５ヶ）300円
レバニラ炒め 830円

チャーハン 800円
自家製もつ煮 650円

魚菜おととや 菅谷店
持帰029-295-4955

那珂市竹ノ内1-3-6
11：00～14：00（LO13：30）
17：00～21：00（LO20：30）

注文受付時間 11：00～14：00
　　　　　　 17：00～19：00

火曜日

080-6987-1984
那珂市堤664-7 1F
平　日 11：00～18：00
金土日 11：00～20：00

注文受付時間 10：30～14：00
2021年10月23日OPEN予定です。
インスタグラム＠fuwari1673

水曜日

おととや特製弁当 1,300円
にぎり上寿司 1,200円
天丼 850円

うな重 1,600円
海鮮丼 1,300円

肉の青木
029-295-2902
那珂市豊喰107
11：00～19：00

注文受付時間 11：00～17：30

水曜日・木曜日のみ営業
http://gyouza-aoki.com/

https://www.instagram.com/fuwari1673/

とんかつ（ロース、ヒレ）各324円
コロッケ　 97円
メンチ 173円

持帰

唐揚げ 100ｇ/203円
モツ煮込み 430円

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

https://www.instagram.com/taketora1998/

ご注文は各店舗へ直接お願いします。メニューや価格、サービス等掲載内容は予告なく変更になる場合があります。（価格は税込みです） ご注文は各店舗へ直接お願いします。メニューや価格、サービス等掲載内容は予告なく変更になる場合があります。（価格は税込みです）
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にこにこハンバーグひまわり

アーシュターブル 那珂店
川はた うなぎ店

日本一ラーメン

味噌乃マルショウ那珂後台店

あげや

肉の青木

希林亭

ふじ庄

常陸乃国
かぐや姫本店

とんかつ一筋 かつ𠮷

レッドヴァイオリン

カフェ・レストラン 
ペピート

レストラン
キャロッツ

魚菜おととや 菅谷店

ファミリーらーめん
華林

旬菜CAFE ふ輪り

カフェギャラリー OPEN SESAME

ル・コースイ 美喰館

寿司 季節料理
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とんかつ専門 やわら

割烹おかざき 割烹旅館 満㐂葉
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レストラン　キャロッツ 希林亭

にこにこハンバーグひまわり 割烹旅館　満㐂葉
持帰029-296-0201

那珂市瓜連1723-2
11：00～19：30

前日までの予約 当日不可
年末年始12/29～１/３

国産鰻重 　3,000円
慶事・法事用お持ち帰りお弁当もご用意できますので
お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号 定休日 ホームページ住所 営業時間 その他情報 テイクアウトができるお店持帰 デリバリーができるお店配達

❶ ❷

❸ ❹

持帰029-295-4129
那珂市菅谷168-12
11：30～15：00
17：00～21：30

注文受付時間：11：00～20：00の間にお渡し
一部前日までの予約商品あり
10種類以上のお弁当をご用意しています。
詳しくはHPをご覧ください

火曜日　第３水曜日
http://www.e-carrots.com/

洋風幕の内弁当A 1,296円
常陸牛ハンバーグと小エビフライ弁当1,560円
常陸牛ハンバーグ・ステーキ弁当2,808円

持帰029-295-0575
那珂市飯田1635-31
11：00～14：00
17：00～21：00

注文受付時間 10：00～19：30
水曜日　第１火曜日夜

うなぎ弁当 3,500円
焼肉弁当 1,000円
ヒレカツ弁当 1,250円

エビフライ弁当 1,200円
ミックスフライ弁当 1,450円

029-219-7144
那珂市菅谷3872

不定休
注文受付時間：10：30～20：30

平　日 11：00～15：00
  17：00～21：00
土日祝  11：00～21：00

ひまわり粗挽きハンバーグ弁当 1,036円～
和風ハンバーグ・常陸牛カットステーキ弁当 1,782円～
ハンバーグ・エビフライ弁当1,490円

持帰

ネギ塩牛タンハンバーグ弁当1,058円
和風ハンバーグ弁当 648円

季節のオードブル盛り合わせ4～5人前10,584円 2～3人前5,400円

主　催・問合せ先　那珂市商工会　那珂市菅谷4404-7　TEL029-298-0234

http://www.nakashishokokai.com/http://www.nakashishokokai.com/

「いぃ那珂ごはん」公式ホームページ（那珂市商工会HP内）
ＨＰでより詳細な情報をチェック！

掲載店には、手洗い、アルコール消毒、調理・接客・配達時のマスク着用などを
徹底いただいております。
ご利用の際には感染症対策や「いばらきアマビエちゃん」の登録にご協力下さい。
なお、国・県の要請により営業時間が短縮になる場合があります。

ご注文は各店舗へ直接お願いします。
メニューや価格、サービス等掲載内容は予告なく変更になる場合があります。（価格は税込みです）

那珂市商工会では、テイクアウト&デリバリー応援キャンペーン「いぃ那珂ごはん」を実施中。
那珂市の美味しいお店の味をご家庭に届けたい、みんなで食べてお腹も心も元気になっていただきたい！

「お店の自慢の味をご家庭で」「職場の仲間と一緒に」「今日はちょっとラクして」
“いぃ那珂ごはん”いかがですか？


