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飯山市 飲食店
テイクアウト・配達 店舗リスト

飯山市・飯山商工会議所



※7/30 更新

●信州いいやまぜにがめ堂

●スノーマスコテージ

●そば処 幸輪

●そば処 源

●タイ料理 クアタイ

●中華料理 美好

●つるのゆ

●手打そば処「澤田の家」

●西乃茶や

●ネギと粉

●バル・エンド

●表六玉　　

●ふじ味　

●道の駅「花の駅・千曲川」Café 里わ

●焼きカレーの店ペンティクトン

●洋食ぽむ

●レストラン樹庵
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営業日や、メニューに関するお問い合わせは各店舗へ

掲載に関するお問い合わせは、飯山市役所商工観光課 (Tel 0269-67-0731) へお願いします

【運営】 飯山市・飯山商工会議所　【協力】飯山飲食店組合　信州いいやま観光局



●えっぺ串盛り　6品　 　　　　 800円

　

●えっぺ串盛り  10品　　　 　　1200円

　

●信州ブランド 福味鶏の唐揚げ 　500円

　

飯山駅ナカ酒場えっぺ テイクアウト

注文方法：電話 /店頭

　飯山市大字飯山 770-3　　　 0269-69-7101

　11:30-20:00               水曜定休
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　日替わりで4品以上のおかずが入ります

カレーうどん　800円

　
　あんかけ仕立てで冷めにくく

おでん1ケ　90円

　　鶏だしで煮込んだおでんです

※容器代別途 50円

のびにくいうどんです

おかずセット　500円

　

飯山駅前よってかしおんと テイクアウト

注文方法：電話

　飯山市大字飯山 812-25　　 0269-67-0244

　11:30-14:00、17:00-22:00　　  月曜定休

https://www.facebook.com/onto3ky/
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いいやま食文化の会

オードブル 笹ずし 笹ずし弁当

テイクアウト/配達

注文方法：電話

3000円～ 120円／ 1枚 1000円～

　飯山市大字静間 1403-4　　　090-4389-4003　

　テイクアウト 9:30-17:00 ／配達 10:30-16:30　　　なし
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みゆきポークカツカレー

テイクアウト/配達

980 円

　飯山市大字一山 1898　　 0269-65-3454　※配達は 5000 円以上から承ります

　平日 11:00-14:30/ 週末 11：00-15：00、16：30-19：30  　火曜定休

いいやま湯滝温泉
https://www.yutakionsen.net/

みゆきポークしょうが焼き丼 紫米笹ずし

800 円 700円

注文方法：電話/店頭

揚げたてのとんかつを、手作り特製

カレーにのせました。

特製のタレで焼き上げ、やわらかな

お肉の旨味がお口に広がります。

米酢を合わせてまろやかな風味に仕上げました。

予約限定メニューで前日までにご注文ください。
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うなぎ専門店 本多 テイクアウト/配達

注文方法：電話 / FAX

●うな丼 (うなぎ 3/4匹分 )　　   3250円

●葵丼 (うなぎ 1/2匹分 )　　　   2350円

●ひとくち丼 (うなぎ 3/8匹分 )   1900円

　飯山市大字飯山 1117　　  0269-62-2213　FAX 0269-62-6315

　11:00-18:30　　  木曜定休

http://www.unadon.server-shared.com/
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お休み処 風の蔵 テイクアウト

 注文方法：電話

●風の蔵弁当  600円

　飯山市大字飯山 3146 　       0269-62-3419

　12:00-14:00、17：00-19：00　　 　水曜定休
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テイクアウト

注文方法：電話

海鮮居酒屋　一升

やきとり（おまかせ） とりのからあげ
700円 　　800円

　飯山市南町 10-5　　　 0269-62-1800　　　16:30-19:00　　

　日曜、祭日定休　※電話にて事前予約をお願いします

刺身盛り合わせ
　　1000 円より

ｐ7



●ハンバーグ＆若鶏の唐揚げ弁当 421円（税込）

　●ガストパーティセットB　　  　1791円(税込）

　

●マルゲリータピザ　 　　　　 　659円（税込）

　

ガスト 飯山店 テイクアウト

注文方法：電話 /WEB

　飯山市大字静間 1385-1　  　   0269-81-3281

　10:30-23:00             　　  なし

https://togo.i-skylark.com/sk/shop/

（ガストミックスセット +マヨコーンピザ）
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カフェ エルク テイクアウト

注文方法：店頭 /電話

ソフトクリーム（コーヒー orバニラ）

当店オリジナルのミートソースを

1400 円 900円

ELKのピザ（ミート orサルサ）

400円

　飯山市大字飯山 265-25　　0269-63-3701　　10:30-17:30　　 木曜、第 1第 3

水曜定休 ・当店テイクアウト窓口での直接販売 ※電話注文も可（17：00まで）

  http://yukigasuki.com/elk/

たっぷり使ったミートピザ。

えびのトマトクリームパスタ
ぷりぷりのえびをトマトクリーム

で和えた人気のパスタ。

当店のエスプレッソで作った
コーヒーソフト。
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●山路カリー　　　　　  900円

●山路カリー＆キーマ　 1100円

●山路キーマ　　　　　  800円

テイクアウト

注文方法：店頭 /電話

　飯山市南町 26-14（駐車場なし）　　　0269-62-3623

　11:00-14:00　※夜は予約のみ対応いたします　　日・月曜定休、他不定休

Curry Spice Yamaji
https://www.instagram.com/curry_spice_yamaji/
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注文方法：電話 / 店頭

うな重 かつ丼 天丼

テイクアウト

972円（税込） 600円（税込） 600円（税込）

　飯山市静間 1487（いいやまぶなの駅内）　　 0269-67-0886　　

　10:00-17:00　 　　年末年始休

郷土料理　ぶなの木
https://iiyama-buna.com
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注文方法：電話

テイクアウト

●やきとり　600 円 /5本（1本 120円）

　飯山市大字飯山 1207　　 0269-62-2071　　

　17:00-20:00　　  　　　日曜、祭日定休

串やき ふじも
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テイクアウト

注文方法：電話 / WEB

GOOD MOUNTAINS

オードブル（2人前） 自家製ベーコンと野沢菜漬けのピザ

3240 円 1404円

　飯山市大字飯山愛宕町 3052　　　  0269-67-0538　

　11:30-14:00、17:30-21:00        月・火曜定休

972円

　ビックチキンバーガー

https://goodmountains.jp
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●燻製詰め合わせ　1000円～

   自家製燻製 6～ 7種類詰め合わせ

燻製 ふじ味 テイクアウト

注文方法：電話/ 店頭

　飯山市南町 31-2　　 090-7801-7971（ショートメールでの注文も可能）

　17:30-21:00　　　　日曜定休 ※他不定休あり

https://localplace.jp/t200439471/
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KOMOREBI nurseries テイクアウト

 注文方法：店頭のみ

●コモレビキーマ 　　　　　　　 1000円

　飯山市大字飯山 813-9 　       0269-67-0890

　11:00-16：00　　　　　　　 　火曜・水曜定休

スパイシーだけど辛くない。温玉のせキーマカレー

●お肉と野菜とお豆のライスボウル　1080円
肉質柔らかなポークソテーとひよこ豆のチリコンカンがベストマッチ

●アメリカンポークドッグ　　 　　　630円
自家製パンにじっくり仕上げたローストポークをはさんだ
豪快なサンド
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サージ テイクアウト

注文方法：電話

マルゲリータ 本日のカプリチョーザ

990円（税別） 1190円（税別）

ツナときのこのトマトソース

1090円（税別）

　飯山市大字静間 1377-1　　　0269-63-1999　

　11:20-15:30　　　月曜、日曜、祭日定休　

https://surge8.wixsite.com/surge8
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注文方法：電話

ピザ各種 サボスペシャルトーストミックスサンド

テイクアウト

900円～ 600円630円

　飯山市南町 17-14　　 　0269-62-2533　　

　10:30-20:00　　　　　 無休

SABO
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●てんぷらそば（並）       　 1000円

テイクアウト

飯山市大字瑞穂 2185-1 　 0269-65-3773 / 090-2496-7184　　日曜定休

11:00-16:30　※生そばのみ 3名以上から配達します（瑞穂に限る）※電話予約制

さんべ 玄風庵そば一
注文方法：電話

●生そば　　　　　　    　 400円

●ざるそば　　　　       　  　 700円

　石臼びき・手打「雪室熟成そば」の提供、四季山菜サービス

　石臼びき・手打「雪室熟成そば」の提供、四季山菜サービス

　石臼びき・手打
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お吸物

テイクアウト

注文方法：電話

仕出し弁当① 仕出し弁当②
2000円～（税別） 1500円～（税別）

　 飯山市大字旭 644　　　0269-67-0393　　 不定休

　 9:00-18:00　　※前日までに御予約下さい

旬菜料理 はたの
https://kominka-washoku.com/

280円（税別）
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とりから揚げ弁当 豚バラ焼肉弁当 日替わり弁当
500円（税別） 500円（税別） 650円（税別）

食堂なかまち テイクアウト

注文方法：電話

　飯山市大字飯山 2959 神仏の鷲森ビル 2F　　0269-62-2918　　火曜定休

　11:30-14:00 ※注文は13：00まで、17:30-20:00 ※注文は19：00まで　

・お弁当以外のテイクアウトもございます！
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●笹ずし（ゼンマイ）　　140 円 /1枚

●笹ずし（信州サーモン） 　160 円 /1枚

●さばごはん　　　300 円 /200g

信州いいやまぜにがめ堂 テイクアウト

注文方法：電話 / FAX

　飯山市南町 10-4　　 050-3786-3303　FAX 0269-62-2202　

　要相談　　不定休 ※前日 14時までにご注文下さい

http://www.47club.jp/shop/i/i19M-000052zgd
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●とんかつ弁当 　650 円

　

　

スノーマスコテージ

飯山市大字豊田 6510　  0269-65-2128 　月～木曜定休（祝祭日は除く）

11:00-14:00　※配達は 13：00まで     　　

http://www.iiyama-catv.ne.jp/~tkno/

テイクアウト/配達

注文方法：電話

　ボリュームたっぷりのとんかつ

　　配達は 10個以上のご注文より承ります。　

※前日午後5時までにお電話にてご予約下さい。
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注文方法：電話 / FAX/ SNS

玄米菜食弁当・鶏照り焼き弁当 手作りオードブルみゆき豚生姜焼き弁当

テイクアウト

各 550円 750円 3500円

　飯山市大字飯山 1200（ぶらり広場内）　  & FAX  0269-63-2978　　

　11:00-19:00　　  水曜定休 ※配達に関しては 要電話確認

そば処 幸輪
https://www.instagram.com/kourin.soba/

※その他生そば、各種惣菜、おつまみのテイクアウトも承ります。
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＋100円でミニカツ丼セットに変更も可能

注文方法：電話

そばとミニ天丼セット うどんとミニ天丼セット 玉子とじカツ丼

テイクアウト

800円 800円 900円

　飯山市南町 23-2　　 0269-62-1163 / 090-3203-1077　　

　11:30-14:00、17:00-19:00　　  月曜定休

そば処 源
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注文方法：電話/SNSメッセージ

ガパオライス900円

テイクアウト

       とり肉のバジル炒めです

　飯山市大字常郷 2203　　 080-4944-4333　　

　11:30-14:00、18：00-20：30　  　木曜定休

タイ料理 クアタイ
https://www.facebook.com/kuathaiorion/

グリーンカレー（ご飯セット） 900円 クアタイラーメン  900円
香辛料で煮込んだ牛筋と米粉麺を合わ

せたクアタイオリジナルラーメンです。

ココナッツミルクとジャスミン米の香り

豊かなタイを代表するカレー(辛さ 0～ MAX)
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炒飯

　　　配達

650円

　飯山市南町 21-14　 　　0269-62-2845　

　11:00-19:00  　　　　　不定休

中華料理　美好

手作り餃子 ミソラーメン

400円 600円

注文方法：電話/店頭
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つるのゆ

　飯山市南町 27-11　　 0269-62-2123

　10:30-18:00 ※配達は 11:00 ～　　不定休

注文方法：電話 /WEB

テイクアウト/配達

※前日までに要予約

https://iiyama-tsurunoyu.net

会席弁当 慶弔用折詰料理 慶弔用会席膳

1000 ～ 2000 円 ( 税別 ) 3000 ～ 5000 円 ( 税別 ) 4000 ～ 5000 円 ( 税別 )
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注文方法：電話/FAX/ネット販売

●オヤマボクチ蕎麦「雅」　 2人前 　　3000円

　　　　　　　　　　　 　 4人前　　 4000円

6人前　　 5000円

配達

　飯山市大字豊田 7171 番地　　 0269-65-3098　FAX 0269-65-3156　

　 9:00-20:00　  　　　　    不定休

手打そば処「澤田の家」
http://www.juvankan.com

・オヤマボクチつなぎの手打生そばをご家族でお召し

 上がり下さい。 生そば冷蔵でお送りいたします。

お宿壽番館　ｐ28



●磯天おろし蕎麦（冷） 1200円

テイクアウト

注文方法：電話/店頭

　飯山市大字蓮 285-1　　0269-62-5963　　11:00-19:00　　水曜定休

西乃茶や

※その他ご飯もの、おつまみ各種、

　　　　

(テイクアウト限定メニュー、数量限定）

　　　　 オードブル等々テイクアウトできます。
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●ネギかけ たこ焼き10個入 600円（税別）

●焼きそば　　　　　　　 600円（税別）

●お好み焼き チーズもち豚玉　　 800円（税別）

テイクアウト

注文方法：電話/店頭

　 飯山市南町 38-8　　 0269-62-2741　　  木曜定休、その他 HP参照

   11:00-13:30、16:30-20:00 /日曜・祝日 11:00-18:30

・レジ袋の有料化に伴い、お持ち帰りの会計の際に
　3 円頂戴いたします。 マイバックの持参にご協力下さい。

ネギと粉
http://www.negikona.com/
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※ローストビーフ重は前日までの要予約です。

●<昼限定 >黒毛和牛イチボ

　　「ローストビーフ重」

バル・エンド テイクアウト

　飯山市南町 11-4 1F　　 0269-63-2071　　 11：30-14：00/17:00-21:00　

1680円（税込）

●<夜限定 >鶏せせり唐揚（250ｇ）
　

730円（税込）

注文方法：電話/店頭

月曜定休（月 1 回連休有）
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ブランド鶏、越の鶏若鶏を自慢の塩と
備長炭で焼き上げます

p21p21
備長炭焼鳥 2000円～ 4000円
（ご要望の本数をお焼き致します）

テイクアウト

注文方法：電話 /SNS

　飯山市南町 24-4　　 0269-62-5602　　  15:00-18:30　

　テイクアウトは金曜・土曜日のみ、必ず事前予約でお願いします。

表六玉
https://www.facebook.com/syukou.hyourokudama

表六玉セット 5000円～
（人数に応じて承ります）

備長炭焼鳥盛り合わせ、刺身盛り合わせ
だし巻き玉子 1本のセット

特製焼き鯖寿司 1200円

宮城県沖でとれた脂の乗ったブランド

真鯖・金華鯖と木島平村ミルキークイ

ーン米の自慢の焼き鯖寿司
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ふじ味

日替わりヘルシー弁当 日替わりデラックス弁当
400円 500円

600円

　飯山市大字飯山 1110-1市役所 5F食堂　　　  土・日曜日、祝日定休

　テイクアウト 10:00-13:00／配達 11:30-12:30

　 070-4065-6372 ※予約は当日10：00まで　FAX 050-3606-3982 ※予約は前日20：00まで

注文方法：電話

テイクアウト/配達

●おまかせ

　ミックスフライ弁当
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　飯山市大字常盤 7425　　  　0269-62-1887　　　 木曜定休（冬期）　

　9:00 - 16：30　　※お電話でのご注文は当日9：00～ 15：30まで　 　

道の駅「花の駅・千曲川」

里わカレー タコライス850円 850円

ごろっと野菜のスパイシーカレー

テイクアウト

　たっぷり野菜と特製タコスソース

https://www.chikumagawa.net/Café 里わ 注文方法：電話/店頭

季節のピザ　850円
　飯山産の旬の食材を使用したピザ

ｐ34



焼きカレーの店 ペンティクトン テイクアウト

注文方法：電話 /SNSのﾒｯｾー ｼ゙

　飯山市豊田 6543-1　　 0269-65-4611

　11:30-14:00、17:30-19:00　　  不定休

・カレーをご希望の方は

　鍋をお持ちください。

https://www.penti.jp/

カレー各種 スープカレー各種 チキンウイング各種
900円～ 950 円～ 850円
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テイクアウト

注文方法：電話/店頭

　飯山市大字飯山 1702-1　　  0269-62-0113

　11:00-14:00、17:00-20:00　　  水曜定休

洋食ぽむ
http://www.janis.or.jp/users/pomme/

ピザ各種 ピザキット
1100円～ 500円～

(発酵済みピザ生地、チーズ、ソース )
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注文方法：電話

●洋風折詰（1人前）

テイクアウト

　飯山市大字飯山 3064-2　　0269-62-1226  　不定休（主に水曜日）

※2 ～ 3 日前までに電話で予約。ご希望の日時に当店にて受け渡し。

レストラン樹庵
http://www10.plala.or.jp/juin

●特選折詰（1人前）

●オードブル盛り合わせ（4～5人前）2800円（税込）

4200円（税込） 7000円（税込）

写真は洋風折詰です
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いいやま人権福祉センター

飯山赤十字病院

JR 飯山駅

飯山市
文化交流館
なちゅら

飯山市美術館

髙橋まゆみ人形館

飯山高校

飯山商工会議所

飯山小学校

中央橋

愛宕町

坂上 本町

仲町交番前

福寿町

市役所入口

北町

中央橋西

本町南

上町西 上町

上町東

南町

日赤病院

飯山駅北

飯山駅

文化交流館斑尾高原入口

皿川

新町
飯山駅南

北畑

北畑南

伍位野

藤ノ木

トピアホール
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戸狩温泉望の湯

戸狩温泉暁の湯

旭周辺ＭＡＰ

飯山駅周辺ＭＡＰ

戸狩温泉周辺ＭＡＰ

飯山市役所

山の家

斑尾高原ホテル

斑尾高原周辺ＭＡＰ

19

飯山郵便局

※市役所5階食堂

Ａ・コープみゆき店

花の駅千曲川

403

408

湯滝橋

千
曲
川

千曲川

飯山市 飲食店テイクアウト・配達　店舗マップ

湯滝温泉周辺ＭＡＰ
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33
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16

3

11

29

34
菜の花公園南

38

神戸神社

18
4

いいやま湯滝温泉
☎0269-65-3454/火曜定休
・みゆきポークカツカレー
・みゆきポークしょうが焼き丼 他

　 飯山駅ナカ酒場えっぺ
☎0269-69-7101/水曜定休
・唐揚げ、串盛り

1

　 いいやま食文化の会
☎090-4389-4003/無休
・オードブル、笹ずし 他

3

　 飯山駅前よってかし
　 おんと
☎0269-67-0244/月曜定休
・おかずセット
・カレーうどん 他

2

　 うなぎ専門店 本多
☎0269-62-2213/木曜定休
・うな丼　他

5

　 お休み処 風の蔵
☎0269-62-3419/水曜定休
・風の蔵弁当

6

 　海鮮居酒屋 一升
☎0269-62-1800/日曜、祭日定休
・やきとり、とりのからあげ 他

7

　 ガスト 飯山店
☎0269-81-3281/無休
・マルゲリータピザ
・ハンバーグ＆若鶏の唐揚げ弁当 他

8

　 カフェ エルク
☎0269-63-3701/
木曜・第1第3水曜定休
・ELKのピザ(ミートorサルサ)
・えびのトマトクリームパスタ 他

9

　 Curry Spice Yamaji
☎0269-62-3623/日、月曜定休
・山路カリー、山路キーマ 他

10

　 郷土料理 ぶなの木
☎0269-67-0886/年末年始休
・うな重、かつ丼 他

11

8

26

さんべ 玄風庵そば一
☎0269-65-3773/日曜定休
・天ぷらそば、ざるそば 他

旬菜料理 はたの
☎0269-67-0393/不定休
・仕出し弁当 他

スノーマスコテージ
☎0269-65-2128/月～木曜定休
　・とんかつ弁当

タイ料理 クアタイ
☎080-4944-4333/木曜定休
・ガパオライス
・グリーンカレー（ご飯セット） 他

お宿壽番館
手打そば処「澤田の家」
☎0269-65-3098/不定休
・オヤマボクチ蕎麦「雅」

道の駅「花の駅・千曲川」
Caé 里わ
☎0269-62-1887/木曜定休（冬期）
・里わカレー、タコライス 他

焼きカレーの店
ペンティクトン
☎0269-65-4611/不定休
・カレー各種
・スープカレー各種 他

道の駅周辺ＭＡＰ 瑞穂周辺ＭＡＰ
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　 串やき ふじも
☎0269-62-2071/日曜、祭日定休
・やきとり

12

　 KOMOREBI nurseries
☎0269-67-0890/火、水曜定休
・コモレビキーマ 
・お肉と野菜とお豆のライスボール 他

14

 　サージ
☎0269-63-1999/
月曜、日曜、祭日定休
・マルゲリータ
・ツナときのこのトマトソース 他

15

　 SABO
☎0269-62-2533/無休
・ピザ各種
・サボスペシャルトースト 他

16

　 食堂なかまち
☎0269-62-2918/火曜定休
・とりから揚げ弁当 
・豚バラ焼肉弁当 他

17

　 信州いいやまぜにがめ堂
☎050-3786-3303/不定休
・笹ずし、さばごはん

20

 　そば処 幸輪
☎0269-63-2978/水曜定休
・鶏照り焼き弁当
・みゆき豚生姜焼き弁当 他

21

　 そば処 源
☎0269-62-1163/月曜定休
・そばorうどん各種ミニ丼セット
・玉子とじカツ丼

23

24

13 　GOOD MOUNTAINS
☎0269-67-0538/月、火曜定休
・オードブル
・ビックチキンバーガー 他

 　燻製 ふじ味
☎090-7801-7971/日曜定休
・燻製詰め合わせ

　 中華料理 美好
☎0269-62-2845/不定休
・炒飯、ミソラーメン 他

　 つるのゆ
☎0269-62-2123/不定休
・会席弁当、慶弔用折詰料理 他

27

 　西乃茶や
☎0269-62-5963/水曜定休
・磯天おろし蕎麦（冷）

29

　 ネギと粉
☎0269-62-2741/木曜定休
・ネギかけたこ焼き、焼きそば

30

　 バル・エンド
☎0269-63-2071/月曜定休
・黒毛和牛イチボ「ローストビーフ重」
・鶏せせり唐揚

31

　 表六玉
☎0269-62-5602/
テイクアウトは金曜、土曜のみ
・備長炭焼鳥、表六玉セット 他

32

　 ふじ味
☎070-4065-6372/
土曜、日曜、祝日定休
・日替わりヘルシー弁当
・日替わりデラックス弁当 他

33

　 洋食ぽむ
☎0269-62-0113/水曜定休
・ピザ各種、ピザキット

36

　 レストラン樹庵
☎0269-62-1226/不定休
・洋風折詰
・オードブル盛り合わせ 他

37
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