
メニュー

価格①

メニュー

価格②

メニュー

価格③

1 和食 とんかつ　とん亭 白河市池下120-4 0248-27-0941
11:30～14:00

17:00～19:00
木曜日

とんかつ

680円

ヒレカツ

1,110円

かつの大皿盛り合わせ

（5～6人前）5,100円
10:30～ 電話 ◎

2 和食 てふちん亭 白河市一番町29 0248-22-8283
11:30～14:00

18:00～20:00
日曜日

ヒレカツ

1,300円

ロースカツ

1,300円

海老ヒレカツ

1,550円

11:30～14:00

18:00～20:00
電話 ◎

3 和食 ウイング丼丸新白河店 白河市北堀切59-A 070-5325-6961 11:00～20:00 なし
海鮮丼

540円

バラ丼

540円

満ぷく丼（大盛無料）

540円
11:00～20:00 電話 ◎

4 和食 楽翁会館 白河市五郎窪43-6 0248-24-1715 11:00～16:00 火曜日
おまかせワンコイン丼

500円
天丼　800円

そば粉入ベーグルサンド

500円
前日19:00まで 電話 ◎

5 和食・洋食・中華 海鮮処　浜のや 白河市昭和町23-2 0248-23-5005
11:30～20:00

(受取17:30～19:30)

月曜日、月に

1度日曜日
海鮮丼　1100円

赤エビのスパゲティ

1000円

ミートソースのラザニア

900円
当日15:00まで 電話

6 和食 梅寿 白河市新蔵町6-1 0248-23-2493 17:00～20:00 不定休
刺身盛り合わせ1人前

1,500円（税別）～

海鮮太巻

2,600円（税抜）

寿司　1,150円

～3,250円（税別）

要問合せ

昼も可
電話

7 和食 創作和彩　寿司ダイニング心 白河市新白河1-211 0248-23-7123 17:00～19:30 月曜日
海鮮丼

1080円（税込）

ばらちらし

1080円（税込）

ねぎトロ丼

972円（税込）
17:00～19:30 電話

8 和食 旬・魚の目
白河市新白河2丁目45-3

ライフビル1F
0248-27-5556 10:30～18:00 日曜日

日替り弁当

600円（税別）

特大厚焼き玉子

925円（税別）

オードブル

3,000円～

10:30～18:00※オードブ

ルは2日前まで
電話

9 和食 四季彩　柔 白河市中町24 0248-29-8456
11:00～18:00

(営業自粛期間のみ)

なし(営業自

粛期間のみ)
お弁当　1000円～ オードブル　5000円～

おつまみセット

5000円～
前日18:00まで 電話

10 和食 日本料理　楓 白河市中町65-1楽蔵内 0248-57-4716 11:30～14:00 水曜日
鳥ステーキ弁当

1,100円

幕の内弁当

860円

天丼

860円

前日18:00まで

提供:水・土除く
電話

11 和食 双葉寿司 白河市南登り町75 0248-22-6871
11:00～13:30

17:00～20:00

不定休（主に

月曜）

上にぎり

1,296円

松にぎり

1,728円

特上にぎり

2,376円
18:30まで 電話

12 和食 川亀 白河市南町66 0248-23-2654
11:30～13:30

17:30～20:00
不定休

うな重

3,500円

蒲焼き（2串）

4,700円

蒲焼き定食（2串）

5,400円

昼10:30まで

夜16:30まで
電話

13 洋食 ブラッスリーラ・セゾン
白河市会津町1-17

コミネス1F
0248-27-2387

11:00～15:30

17:00～18:30
火曜日

グリーンカレー

750円

ハンバーグステーキ

920円

ビーフシチュー

1,520円
受取2時間前まで 電話

14 洋食 iitte-micca（イッテミッカ） 白河市池下25-1 0248-21-5955
11:30～14:30

17:30～20:00
月曜日

パスタ

980円～

ピザ

980円～

牛バラ肉の煮込み

1,300円
10:00～19:30 電話 ◎

15 洋食 モルトブォーノ 白河市大手町10-10 0248-22-8353 11:30～19:00 月曜日
マルゲリータピザ

1,300円

生ウニのｸﾘｰﾑｿｰｽﾊﾟｽﾀ

990円

海老とホタテ貝の

ｸﾘｰﾑﾄﾏﾄﾊﾟｽﾀ　990円
10:30～ 電話

16 洋食 café de TANTE(タントゥ) 白河市大手町11-19 0248-27-1897 11:00～17:00 なし 日替りお弁当　800円 通常メニュー　400円～ 11:00～16:30 電話 ◎

17 洋食 ワイズコレクション 白河市郭内119-1 0248-22-9058 10:00～18:00 木曜日
ハンバーグライス

800円

あさりとトマトの

冷製ﾊﾟｽﾀ760円

ポークカツレツミラノ風

850円
17:00まで 電話 ◎

18 洋食 えきかふぇshirakawa 白河市郭内222 0248-23-5530 11:00～17:00 木曜日
日替わりワンプレート

ランチ　500円
スパゲティ　500円 カレーライス　500円 11:00～14:00 電話

19 洋食 レストラン　プラネット 白河市北堀切30-10 0248-23-5395 11:00～20:00 水曜日
限定8種類パスタ

500円

レディース プチBEN

550円

16種類のケーキ全品

300円
10:30～19:30 電話

20 洋食 ブルーミングカフェ
白河市北真舟25-2

パークシティ104ビル1F
0248-21-7345 11:00～15:00 金土日祝

デカ盛り合わせ

850円

もち麦入り煮込み

ハンバーグBOX 850円

日替わり手作り

旬のデザート　400円
11:00～15:00 電話

21 洋食 Carino(カリーノ)
白河市道場小路96-5

白河市立図書館りぶらん内
080-9639-0141 11:00～18:00 月曜日 17:30まで 電話 ◎

22 洋食 グリル銀座 白河市中町45 0248-23-2015
11:30～14:00

17:30～19:30
木曜日

和風ハンバーグ

780円

ピラフハンバーグ

830円

スパゲティハンバーグ

780円

営業時間内

※混雑時はお断りあり
電話

23 洋食 リールブロス 白河市登町24やまと乃長屋七番館 050-5217-3290
11:30～14:00

17:30～19:00
火曜日

明太クリームスパゲティ

500円

小エビのアヒージョ

500円

スパイシーチキンソテー

500円

11:30～14:00

17:30～19:00
電話 ◎

24 洋食 イタリア食堂レルーチェ 白河市みさか2丁目48-36 0248-21-6816
11:30～14:00

17:30～20:00

木曜日

その他不定休

清流豚肩ロースのポーク

チョップ丼 ¥900(税別)

マルゲリータピッツァ

 ¥1,100(外税)

清流豚パンチェッタのアマトリ

チャーナスパゲッティ ¥850(税

別)

11:30～13:00

17:30～19:00
電話 ◎

25 洋食 サンサーラ 白河市横町38 090-8925-5160
11:00～20:00

（通常営業自粛中）
日曜日 パエリア　700円 ハンバーグ１つ　450円

オードブル（2～3人前）

2500円～
前日18:00まで 電話

　

ピアーダ＋季節のスープ　650円～750円

電話番号
メニュー

リンク先
SNS営業時間 定休日

主なメニュー・価格

受付時間 注文方法 提供方法No
クーポン

参加店
ジャンル 店舗名 住所

【白河商工会議所会員事業所】 テイクアウトサービス提供飲食店一覧（90店舗） 令和2年5月25日現在

白河の"美味しい"はコロナに負けない！
新型コロナ感染症の感染拡大を受け、外出自粛や会食の機会の減少が続き、多くの飲食店などで集客や売上面での深刻な影響が出ています。 当所ではそのよ

うな影響下の中でもテイクアウト等のサービスを提供し頑張って営業しているお店を応援・ご紹介します！ぜひご利用ください！

クーポンDE白河テイク

アウト参加店はこちら

http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%81%a8%e3%82%93%e3%81%8b%e3%81%a4%e3%80%80%e3%81%a8%e3%82%93%e4%ba%ad/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/とん亭メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%E3%81%A6%E3%81%B5%E3%81%A1%E3%82%93%E4%BA%AD/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/てふちん亭メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B0%E4%B8%BC%E4%B8%B8%E6%96%B0%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%BA%97/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/ウイング丼丸メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%E6%A5%BD%E7%BF%81%E4%BC%9A%E9%A4%A8/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/楽翁会館/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/海鮮処%e3%80%80浜のや/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/梅寿/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/創作和彩%e3%80%80寿司ダイニング心/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/旬・魚の目/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/四季彩%e3%80%80柔/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/日本料理%e3%80%80楓/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/双葉寿司/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/?s=%E5%B7%9D%E4%BA%80
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ブラッスリーラセゾン/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/kitchen-dining-iitte-micca%ef%bc%88イッテミッカ%ef%bc%89/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/iitte-micca_1.jpeg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/モルト・ブォーノ/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/cafe-de-tante%ef%bc%88タントゥ%ef%bc%89/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/タントゥメニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ワイズコレクション/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/ワイズコレクションメニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/えきかふぇshirakawa/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/プラネット/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ブルーミングカフェ/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/carino/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/Carinoメニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/グリル銀座/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/リールブロス/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/リールブロス.png
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/イタリア食堂%e3%80%80le-luch-白河/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/レ・ルーチェ.jpeg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/サンサーラ/
https://www.instagram.com/baijyu_sushi/?hl=ja
https://www.facebook.com/nihonryourikaede/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/日本料理%e3%80%80楓/
https://www.instagram.com/y.y.n.s3291/?hl=ja
https://www.instagram.com/tyouchintei/
https://www.instagram.com/hamanoya.shirakawa/
https://twitter.com/Ohashi_rakuou
https://www.instagram.com/shikisai_yawara/
https://www.gurutto-mazar.com/spn/gourmet/brasserie/
https://twitter.com/IitteMicca
https://www.facebook.com/pages/イッテミッカ/678378515630611
https://www.instagram.com/iitte_micca/
https://www.instagram.com/cafe_de_tante/?hl=ja
https://www.facebook.com/EkicafeShirakawa
https://www.instagram.com/ekicafe/
https://twitter.com/planet1994
https://www.instagram.com/blooming_cafe252/
https://ja-jp.facebook.com/0141Carino/
https://www.instagram.com/yukicolo.m/
https://www.instagram.com/rire1965/?hl=ja
https://www.instagram.com/italian.leluce/
https://twitter.com/samsara_1984
https://www.instagram.com/samsara.1984/
https://www.blooming-deli.com/


　【白河商工会議所会員事業所】 テイクアウトサービス提供飲食店一覧（90店舗） 令和2年5月25日現在

白河の"美味しい"はコロナに負けない！
新型コロナ感染症の感染拡大を受け、外出自粛や会食の機会の減少が続き、多くの飲食店などで集客や売上面での深刻な影響が出ています。 当所ではそのよ

うな影響下の中でもテイクアウト等のサービスを提供し頑張って営業しているお店を応援・ご紹介します！ぜひご利用ください！

クーポンDE白河テイク

アウト参加店はこちら

26 中華 白十字食堂 白河市愛宕町45 0248-23-3625 11:00~20:00 水曜 ラーメン　650円 カツカレー　950円
昼11:00~14:00

夜17:00~19:00
電話

27 中華 アビラ 白河市郭内39 0248-23-3002
11:00～15:00

17:00～20:00

日曜日:夜

月曜日

鳥唐揚げ定食

930円

カレーライス

850円

手作りギョーザ

360円

9:00～14:30

17:00～20:00
電話

28 中華 中華　萬福 白河市大桜岡前27-5 0248-23-5492
11:30～14:00

17:00～19:30
月曜日

餃子（6ヶ）400円

にんにく餃子（6ヶ）450

円

一品料理

1,400円～1,800円

五目焼きそば

850円

11:30～14:00

17:00～19:30
電話

29 中華 王王楼 白河市立石105-1 0248-22-1979
11:00～14:30

17:00～20:00
なし

しらかわしゅうまい

5個400円

王王楼弁当

1,200円

セットメニュー3名様分

3,300円

9:30～14:30

17:00～20:00
電話 ◎

30 麺類 太鼓のぼお 白河市旭町2-58-5 0248-24-5013
11:30～

材料なくなり次第終了
月曜日 11:30～ 電話

31 和食 そば処　大福家 白河市大手町2-2 0248-23-3021
11:00～14:30

17:00～20:00
月曜日 生そば3人前　1404円 生そば5人前　　2160円 天ぷら　相談により

11:00～14:30

17:00～20:00
電話

32 麺類 蕎麦処　第一藤駒 白河市大手町12-2 0248-23-2026
11:00～15:00

17:00～19:00
不定休

手打ち生そば

（5人前）2,400円
前日18:00まで 電話 ◎

33 麺類 新駒本店 白河市老久保88-1 0248-23-2211 11:00～20:00 月曜日
おつまみ盛合せ弁当

1,000円

天重（そば付）

1,500円

うな重（そば付）

2,580円
17：30まで 電話

34 中華 白河中華そば　菊忠 白河市北中川原146 0248-23-2829 11:00~ 水曜日 チャーハン　700円 餃子　350円 ラーメン　650円 営業時間内 電話

35 麺類 そば処　丸八 白河市昭和町262-2 0248-23-2650 11:00～19:00 水曜日
カツ丼

950円

ソースカツ丼

950円

かき揚げ天丼

880円
受取1時間前 電話 ◎

36 居酒屋 食堂　福港 白河市向新蔵48 0248-22-7187 17:00～20:00 不定休 ギョーザ　350円 焼きそば　500円 チャーハン　500円
前日

17:00～20:00
電話

37 ラーメン らーめん　麪屋 白河市新白河1丁目141 0248-21-7773
11:00～15:00

17:30～20:00
火曜日 チャーシュー丼　500円 チャーハン　500円 2色丼　500円

11:00～15:00

17:30～20:00
電話

38 和食・居酒屋 手打ち蕎麦　和楽 白河市新白河1-172 0248-22-3225
11:30～14:00

17:30～20:00
月曜日

海老天丼 780円

（税別）

天ぷら盛合せ2人前

1480円（税抜）

鮎の塩焼き1本

400円（税抜）

11:30～19:00

(前日予約がおすすめ)
電話

39 麺類 白河うどんマーケット　櫓 白河市新白河1-177 0248-24-0089 11:30～14:00 木曜日
ポパイしゃぶ！

3,980円

うみゃ～あ手羽

5本810円

手羽先餃子

5本1,350円
前日の14:00まで 電話 ◎

40 ラーメン 麺屋　きんぞう 白河市大桜岡前110-3 0248-24-8300 11:00～16:00 火曜日 当日15:30まで 電話

41 中華 ラーメン英 白河市二番町6 0248-22-1250 11:00～19:00 木曜日 営業時間内 電話

42 和食 手打ちそば　三峯屋 白河市登り町24やまと乃長屋壱番館 080-6010-1184 11:30～14:00 月曜日 いなり2個　130円 天ぷら　300円 10:30～14:00 電話

43 麺類 そば処　𠮷田屋 白河市本町北裏7 0248-23-3064
11:00～14:00

16:30～19:00
水曜日

そば弁当

770円

天丼

1,370円

天ざる

2,050円

11:00～14:00

16:30～19:00
電話

44 焼肉 炭火焼肉　牛楽 白河市新白河2丁目131 0248-24-1223
11:30～14:30

17:00～19:00
月曜日

牛カルビ丼

864円

ローストビーフ丼

864円

ビビンバ

864円

11:30～14:30

17:00～19:00
電話

45 中華 赤門 西郷村石塚北30 0248-22-8855 11:30～20:00 水曜日 11:30～19:00 電話 ◎

46 焼肉 焼肉天心 白河市新白河3-19 0248-22-7730 11:00～20:00 水曜日
和牛カルビ焼弁当

980円（税別）

牛タン弁当

980円（税別）

玉子スープ

400円
19:30まで 電話

47 焼肉 コリアレストラン　明洞 白河市道東12-1 0248-23-0289
11:30～14:00

17:30～20:00
水曜日

ビビンバ

737円

サーロンイン丼

1,133円

トッポギ

682円

11:30～14:00

17:30～20:00
電話

48 焼肉 焼肉ダイニング　蘭 白河市中町65 0248-29-8941
11:00～14:00

17:00～20:00
月曜日

サーロインステーキ丼

200g  1,500円

米沢牛カルビ弁当

1,200円

豚トロ丼

500円

11:00～14:00

17:00～20:00
電話

49 焼肉 焼肉ふくみ 白河市南町36 0248-24-0754
11:00～14:00

17:00～20:00
水曜日 チャーハン　600円 焼肉重750円 ステーキ重　2,500円

11:00～13:00

17:00～19:30
電話

インスタ映えドリンク「目玉のレスカ」715円

ぎょうざ(6ヶ入)500円※餃子のタレ無し

ギョーザ(5個) 400円　※5人前につき1人前サービス

一品料理　480円（税別）～

http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/白十字食堂/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/アビラ/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/中華%e3%80%80萬福/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%8e%8b%e7%8e%8b%e6%a5%bc/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/王王楼メニュー%EF%BC%92.jpeg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e5%a4%aa%e9%bc%93%e3%81%ae%e3%81%bc%e3%81%8a/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e8%95%8e%e9%ba%a6%e5%87%a6%e3%80%80%e5%a4%a7%e7%a6%8f%e5%ae%b6/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e8%95%8e%e9%ba%a6%e5%87%a6%e3%80%80%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%97%a4%e9%a7%92/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/第一藤駒メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%96%b0%e9%a7%92%e6%9c%ac%e5%ba%97/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%99%bd%e6%b2%b3%e4%b8%ad%e8%8f%af%e3%81%9d%e3%81%b0%e3%80%80%e8%8f%8a%e5%bf%a0/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%81%9d%e3%81%b0%e5%87%a6%e3%80%80%e4%b8%b8%e5%85%ab/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/そば処丸八-rotated.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%a6%8f%e6%b8%af/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e9%ba%aa%e5%b1%8b/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%89%8b%e6%89%93%e3%81%a1%e8%95%8e%e9%ba%a6%e3%80%80%e5%92%8c%e6%a5%bd/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%99%bd%e6%b2%b3%e3%81%86%e3%81%a9%e3%82%93%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%83%e3%83%88%e3%80%80%e6%ab%93/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/櫓-scaled.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e9%ba%ba%e5%b1%8b%e3%80%80%e3%81%8d%e3%82%93%e3%81%9e%e3%81%86/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%b3%e8%8b%b1/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%89%8b%e6%89%93%e3%81%a1%e3%81%9d%e3%81%b0%e3%80%80%e4%b8%89%e5%b3%af%e5%b1%8b/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%81%9d%e3%81%b0%e5%87%a6%e3%80%80%e5%90%89%e7%94%b0%e5%b1%8b/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%82%ad%e7%81%ab%e7%84%bc%e8%82%89%e3%80%80%e7%89%9b%e6%a5%bd/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e8%b5%a4%e9%96%80/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/赤門/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%b1%b3%e6%b2%a2%e7%89%9b%e7%84%bc%e8%82%89%e3%80%80%e5%a4%a9%e5%bf%83/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%82%b3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e6%98%8e%e6%b4%9e/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%84%bc%e8%82%89%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e8%98%ad/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%84%bc%e8%82%89%e3%81%b5%e3%81%8f%e3%81%bf/
https://twitter.com/abira1963
https://www.instagram.com/abira1963/
https://wanwanrou.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Ramen-Restaurant/太鼓のぼお-576704069127141/
https://www.instagram.com/taikonoboo/?hl=ja
http://www.shinkomahonten.com/
https://www.instagram.com/mugikoya/
https://r.goope.jp/udonyagura
https://tenjin8929.gorp.jp/
https://www.instagram.com/yakiniku.tenjin7730/?hl=ja
https://www.facebook.com/yakinikudining.ran/
https://www.instagram.com/udon.yagura/?igshid=11e3o8qvmdieb


　【白河商工会議所会員事業所】 テイクアウトサービス提供飲食店一覧（90店舗） 令和2年5月25日現在

白河の"美味しい"はコロナに負けない！
新型コロナ感染症の感染拡大を受け、外出自粛や会食の機会の減少が続き、多くの飲食店などで集客や売上面での深刻な影響が出ています。 当所ではそのよ

うな影響下の中でもテイクアウト等のサービスを提供し頑張って営業しているお店を応援・ご紹介します！ぜひご利用ください！

クーポンDE白河テイク

アウト参加店はこちら

50 居酒屋 第二かどや本店 白河市大手町11-3 0248-27-0910 17:00～22:00 日曜日
もつやき

130円

もつやき弁当

700円

つまみ三種

800円
17:00～21:30 電話 ◎

51 居酒屋 焼き鳥　しんち山 白河市借宿白旗7 0248-29-2882 17:00～20:00
水曜日

月・火自粛

焼き鳥おまかせ

(10本)1,500円(税別)

もつ煮込み（1人前）

400円（税別）

焼鳥重

800円（税別）
19:00まで 電話

52 レストランバー JACK＆BETTY（ｼﾞｬｯｸｱﾝﾄﾞﾍﾞﾃｨ） 白河市郭内38 0248-27-1956 12:00～20:00 月曜日
キューバサンド

700円

ナポリタン

700円

バッファローチキン

ウイング700円
19:30まで 電話 ◎

53 居酒屋 一番星祭り亭 白河市北堀北30-8 0248-24-4265 17:00～20:00 日曜日 特製スペアリブ　760円プリプリ海老のサラダ　600円 鮭ハラス海苔巻ごはん
注文受付時間

15:00～19:00
電話

54 居酒屋 第二かどや昭和町店 白河市昭和町70-2 0248-27-0918 17:00～22:00 日曜日 もつ焼き　130円 煮込み　500円 もつ焼き弁当　700円 17:00～21:30 電話

55 居酒屋 串揚げ　申酉 白河市新白河2-10 0248-22-8201 15:00～20:00 月曜日
串揚げセット

1,680円（税別）

ホルモン焼きそば

650円（税別）

ソースカツ丼

890円（税別）
15:00～19:00 電話 ◎

56 居酒屋 ワインバル　たけぞう 白河市新白河2-10 0248-22-5866 15:00～20:00 月曜日
宅飲みセット

1,680円（税別）

仔羊チョップ

1本590円（税別）

Pizzaマルゲリータ

1,280円（税別）
15:00～19:00 電話

57 居酒屋 新白河かどや 白河市新白河2-46-2 0248-22-5227 16:00～19:50 不定休
もつ焼き2本

240円～

厚切りハムカツ2枚入り

450円

カニクリームコロッケ

2個420円
15:30～19:30 電話

58 居酒屋 美酒・鮮菜　Haru
白河市新白河2-61

高山ハイツ1F
0248-72-5120 17:00～20:00 日曜日

ばらちらし丼

650円

まぐろの骨付唐揚げ

580円

若鶏唐揚げ油淋

ソース和え　580円
17:00～19:00 電話 ◎

59 居酒屋 海鮮居酒屋　美国 白河市新白河3-123 0248-23-0392 17:00～0:00 日曜日
刺身盛り合わせ1人前

1,680円～

おまかせにぎり（上）

1,850円～
17:00～0:00 電話 ◎

60 居酒屋 つぼ八新白河店 白河市高山72-1 0248-23-2288 15:00～22：00 なし
おつまみセット

（1～2人前）700円

ザンギ（5個）

600円（税別）

ポテト明太子焼

430円（税別）
15:00～22：00 電話 ◎

61 居酒屋 串焼き　鳥いち
白河市登リ町24

やまと乃長屋六番館
0248-38-9092 17:00～20:00 月曜日

かしら

180円

せせり

180円

カニクリームコロッケ

1個180円
15:00～19:00 電話 ◎

62 和食 からあげ屋　黒 白河市愛宕町45　楽蔵内 0248-21-9001
11:00～14:00

16:00～19:30
火曜日

やわらかもも唐揚げ

大600円、小350円

甘辛揚げ大600円

小350円
半身揚げ　850円 営業時間内 電話

63 軽食・その他 魔法のランプ 白河市五郎窪37-1 0248-22-0727 10:30～17:50 水曜日
こだわりプリン

250円（税別）

抹茶のモンブラン

400円（税別）

ガトーショコラ

360円（税別）
10:30～17:50 電話 ◎

64 軽食・その他 ランプカフェ 白河市五郎窪38-1 0248-29-8170 12:00～18:00 水曜日
ランプブレンド

350円

スペシャルティコーヒー

550円

カフェラテ

500円
12:00～18:00 電話 ◎

65 和食 水月 白河市五郎窪41 0248-23-3507 10:00~17:00 木曜日
南湖だんご（折箱）

750円

南湖だんご（串）

400円

南湖だんごちょいたべ

300円
10:00~17:00 電話 ◎

66 和食 おむすび太三郎 白河市十三原道上3-18 0248-21-6555

平日9:00～16:00

土日祝祭日9:00～

15:00

不定休 営業時間内 電話

67 軽食・その他 花月 白河市南湖2 0248-23-3377 9:00～17:00 不定休
南湖だんご

800円

わらび餅

450円

くずきり

440円
9:00～14:00 電話

68 軽食・その他 Crape Mimi（クレープミミ）
白河市登リ町24

やまと乃長屋二番館
0248-21-5570 11:00～18:00 木曜日

レギュラーサイズ

500円

ミニサイズ

300円

クリームブリュレ

650円
11:00～18:00 電話

69 軽食・その他 夢の照す
白河市本町2

マイタウン白河地下1F
090-4048-0666 11:30～ 不定休

日替り弁当

500円

オーダー弁当

500円～

オードブル

要相談
前日まで 電話 ◎

70 揚げ物等の惣菜店 Meat&Delica　とみやま 白河市本町北裏30 0120-802-752 10:00～19:00
日曜日

祝日

肉屋のラーメン

780円

コロッケ

98円

メンチカツ

110円
10:00～19:00 電話 ◎

71 洋食 CAFÉ&DINING GRACE(ｸﾞﾚｲｽ) 白河市新高山46-1 0248-27-8032 11:00～17:30 火曜日 各種ピラフ　850円
ハンバーグセット

950円
オムライス　950円 11:00～16:30 電話

72 和食 白河料亭花文 白河市池下裏137 0248-22-0165

【完全予約制】

昼：11時半~15時

夜：17時~21時半

不定休 お弁当 電話

73 ラーメン 田楽食堂 白河市田町92 0248-23-2007 11:00～15:00 月 ラーメン 丼もの出前 前日(17:00～18:30) 電話

74 和食 東京第一ホテル新白河 新白河駅前 0248-24-0001 10:00～18:00 なし 10:00～12:00 電話 ◎

おむすび各種セット、お惣菜

お弁当、丼、日替りランチ

（3,000円以上で配達可）

http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e3%81%8b%e3%81%a9%e3%82%84%e6%9c%ac%e5%ba%97/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/第二かどや本店.jpeg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%84%bc%e3%81%8d%e9%b3%a5%e3%80%80%e3%81%97%e3%82%93%e3%81%a1%e5%b1%b1/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%86%e3%81%b9%e3%83%86%e3%82%a3/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/ジャック%EF%BC%86ベティ-1-scaled.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e4%b8%80%e7%95%aa%e6%98%9f%e7%a5%ad%e3%82%8a%e4%ba%ad/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e3%81%8b%e3%81%a9%e3%82%84%e3%80%80%e6%98%ad%e5%92%8c%e7%94%ba%e5%ba%97/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%94%b3%e9%85%89/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/申酉メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ab%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%9e%e3%81%86/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%96%b0%e7%99%bd%e6%b2%b3%e3%81%8b%e3%81%a9%e3%82%84/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%be%8e%e9%85%92%e3%83%bb%e9%ae%ae%e8%8f%9charu/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/美酒鮮菜Haruメニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%b5%b7%e9%ae%ae%e5%b1%85%e9%85%92%e5%b1%8b%e3%80%80%e7%be%8e%e5%9b%bd/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/美国メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%81%a4%e3%81%bc%e5%85%ab%e3%80%80%e6%96%b0%e7%99%bd%e6%b2%b3%e5%ba%97/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/つぼ八メニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/1521/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/鳥いち-scaled.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%82%e3%81%92%e5%b1%8b%e3%80%80%e9%bb%92/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e9%ad%94%e6%b3%95%e3%81%ae%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/魔法のランプ.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%97%e3%82%ab%e3%83%95%e3%82%a7/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/ランプカフェ.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e6%b0%b4%e6%9c%88/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/水月-1-scaled.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e3%81%8a%e3%82%80%e3%81%99%e3%81%b3%e3%80%80%e3%81%9f%e3%81%95%e3%81%b6%e3%82%8d%e3%81%86/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e8%8a%b1%e6%9c%88/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/crape-mimi/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/夢の照らす/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/夢の照らすメニュー.pdf
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/md%e3%81%a8%e3%81%bf%e3%82%84%e3%81%be/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/MDとみやま-1-scaled.jpg
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/cafedining%e3%80%80grace/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/%e7%99%bd%e6%b2%b3%e6%96%99%e4%ba%ad%e8%8a%b1%e6%96%87/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/田楽食堂/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/東京第一ホテル新白河/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/テイクアウトメニュー第一ホテル.pdf
https://www.instagram.com/takezo_official/?hl=ja
https://www.instagram.com/kushiyakiya/?hl=ja
https://www.instagram.com/sarutori_official/?hl=ja
https://www.instagram.com/nikado_shirakawa/
https://www.mdtommy.com/
https://twitter.com/onakagasuita
https://twitter.com/CrapeMimi
https://www.instagram.com/crapemimi/
https://www.instagram.com/yumenoterasu.2019/?hl=ja
https://www.instagram.com/cafe6939/?hl=ja
https://www.mahou-lamp.com/
https://twitter.com/maholam?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Amaholam&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mahou-lamp.com%2F
https://www.facebook.com/mahoulamp/
https://www.instagram.com/maholam0717/?hl=ja
https://twitter.com/nanko_suigetsu
http://www.omusubi-t.com/
https://www.tsubohachi.co.jp/shop/2014/03/post-89.php
https://www.matsuritei.jp/
https://www.instagram.com/jackandbetty1950/?hl=ja
https://www.instagram.com/ichbanboshihonten/?hl=ja
https://www.instagram.com/saisonshirakawa/?hl=ja


　【白河商工会議所会員事業所】 テイクアウトサービス提供飲食店一覧（90店舗） 令和2年5月25日現在

白河の"美味しい"はコロナに負けない！
新型コロナ感染症の感染拡大を受け、外出自粛や会食の機会の減少が続き、多くの飲食店などで集客や売上面での深刻な影響が出ています。 当所ではそのよ

うな影響下の中でもテイクアウト等のサービスを提供し頑張って営業しているお店を応援・ご紹介します！ぜひご利用ください！

クーポンDE白河テイク

アウト参加店はこちら

75 ラーメン ラーメンみなみ 白河市和尚壇山4-21 0248-27-1226 11:00～20:00 月 やきそば　790円 チャーハン　690円 ギョーザ　350円 17:00～19:30 電話 ◎

76 居酒屋 日比谷　鳥こまち新白河店
白河市新白河1丁目36

エスペランサ103
0248-24-1566 17:00～20:00 水 ねぎま　160円 しそ巻　160円 せせり　140円 15:00～20:00 電話

77 その他 荻原屋 白河市五郎窪４０番地 0248-23-3679
10:00～16:00

売り切れ次第終了

火・金

当面不定休

南湖だんご（折詰め）

７５０円

南湖だんご（パック詰

め）　４００円
営業時間内 電話

【表郷地区】

78 寿司 ひょうたん寿司 白河市表郷金山越堀1 0248-32-3628 12:00～22:00 木曜日 巻物　800円 並寿司　1200円 並ちらし　1400円
注文受付時間11:00～

19:00
電話

79 和食 安幸 白河市表郷金山越堀125 0248-32-3620 12:00～20:00 木曜日
おでん

500円～
8:00～20:00 電話

80 和食
ファミリーレストラン

まつがみ
白河市表郷番沢字松上30 0248-32-2712

月～金

11:00～14:00

17:00～20:00

土日祝

11:00～20:00

木曜日
ヒレカツ定食

1,000円

チャーハン

650円

ピザ（2人前）

1,350円～

月～金

11:00～14:00

17:00～20:00

土日祝

11:00～20:00

電話 ◎

81 中華 来々軒 白河市表郷番沢字山下91-18 0248-32-2683
11:00～14:00

17:00～18:30
火曜日

ギョーザ　480円

(2人前～)

めん類　680～900円

(2人前～)

ごはん（丼）類

680～1,000円(2人前～)

11:00～13:30

17:00～18:00
電話 ◎

【大信地区】

82 和食 旬菜かふぇ　アゼリア 白河市大信増見北田76-1 090-4554-4135 11:00～18:00 不定休
唐揚げ弁当

600円

冷やし中華

700円

ひれかつ弁当

600円
10:00～14:00 電話

83 ピザ 石窯☆ピザ兄貴
白河市大信増見北田76-1

（ひじりん館駐車場）
080-3885-2337

11:00～18:00

毎月第２第４火曜日
－

マルゲリータ

1,200円（税込）

カルボナーラピザ　1,500

円（税込）

クワトロフォルマッジ

1,500円（税込）
18:00まで 電話

【東地区】

84 和食 さんぽみち 白河市東釜子字本町74-1 0248-21-8755 11:00～16:00
火曜日

水曜日
お好み焼き　800円 ピザ　900円 とり唐揚げ　600円 前日まで 電話 ◎

85 洋食 café&bar　リシェス 白河市東釜子字本町101-2 0248-21-6687 11:00～20:00 月曜日
日替りランチBOX

700円

唐揚げ弁当

680円

ピザ

1,000円

ランチ11:00まで

夕方15:00まで
電話

86 中華 菊正食堂 白河市東釜子矢越田1-1 0248-34-3636 11:00.～20:00 月曜日 やきそば　500円 チャーハン　500円 カツ丼　500円 16:00～18:00 電話 ◎

87 居酒屋 やきとり五郎ちゃん 白河市東釜子字川田106 0248-34-2107 17:00～ 水曜日 営業時間内 電話 ◎

88 居酒屋 やきとり陣屋 白河市東釜子字本町61-1 0248-34-2921 17:00～20:00
日曜日

祝日
営業時間内 電話

89 居酒屋 タイ家庭料理居酒屋バンコク 白河市東深仁井田字上林7-43 0248-21-5818 17:30～ なし スペアリブ　1,100円 春巻　600円 ギョーザ　300円 事前にTEL注文 電話

90 和食 日の丸亭東店 白河市東深仁井田字原向10-1 0248-34-3949 10:00～19:00
日曜日

祝日

唐揚げ弁当

580円

焼肉弁当

600円

幕の内弁当

630円
10:00～19:00 電話 ◎

やきとり各種1本100円

やきとり各種1本110円

★営業時間、内容等に変更がある場合がございますので、各店舗にお問い合わせください。

★主なメニュー以外は、店舗にお問合せください。

★混雑や注文の集中等により、対応でき兼ねる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★デリバリー対応店では、配達範囲等条件がありますので、詳しくはお店にご確認ください。

「＃白河エール飯」プロジェクト実施中！！

■#〇〇エール飯とは、新型コロナウイルスの影響で冷え込む飲食店を応援するために別府市などで始まったハッシュタグの声掛けプロジェクトです

■参加方法は、白河の飲食店で食べたものや、テイクアウトしたものを写真に撮り、SNS（Twitter、InstagramやFacebookなど）に「＃白河エール飯」を付けて投稿して

ください！

http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/shopinfo/ラーメンみなみ/
http://shirakawa-cci.or.jp/takeout/wp-content/uploads/2020/05/IMG_20200515_124725.jpg
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