伊賀のデリバリー・テイクアウト情報

来店時には感染防止にご協力ください！

イラスト協力：いが☆グリオ実行委員会

くノ一家おもてなし処愛間亭

うどん屋池澤湯

伊賀弁
(日替わりお弁当)

おまかせ弁当

500円～（税込）

600円～（税込）
揚げ物、野菜、一品、漬物等その日によって変わります。ご飯は伊賀産コシヒカリ。
※オーダーを受けてから調理のため少々お待ちいただきます。来店時間を事前にお知
らせ頂ければ待ち時間の短縮になります。

伊賀産の旬野菜と伊賀米を使った日替わりお弁当。
※平日10時までのご注文で12時までにお届け。1つから注文可能。中心市街地以外
の配達につきましてはご相談ください。土日祝･夕食の注文はご予約ください。

【住所】伊賀市上野丸之内106-3
【電話】0595-41-0901
【時間】8:00～17:00 【休日】なし

【住所】伊賀市上野小玉町3045-1
【電話】0595-23-2351
【時間】11:00～14:00 【休日】水

お得にうちグルメを楽しもう！

冊子限定クーポン
●「うちグルメin伊賀」に参画し、本冊子の右上にクーポンマークがついた店舗のみで使用可能です。（コピー不可）
●お会計1,000円以上（税込）でご利用頂けます。一度のお会計につき一枚までご利用頂けます。
●クーポンは切り取って店員へお渡しください。
●コロナウイルス感染症が拡大している期間は、営業時間が不規則な場合があります。各店舗へお尋ねください。

利用可能期間：２０２０年１２月３１日まで
※あくまでも、経営上厳しさを増している飲食店を応援するもので、決して積極的に外出や外食を勧めるものではありません。感染状況および

日本料理 伊勢之家

日本料理 いけす

伊勢之家流
幕之内弁当「頭領」

パック会席

1,000円（税込）

1,000～5,000円（税別）

基本内容（焼魚、だし巻き、煮物、お浸し）に特大エビフライ、阿波尾鶏からあげ、
伊賀牛焼肉入り。お米は伊賀米コシヒカリ使用。
※なるべく前日までにご注文ください。デリバリー希望の方はご相談ください。

会席料理をお手軽にどうぞ。
写真は1,200円（税別）の会席です。
※要予約。料金はご相談となります。デリバリー希望の方はご相談ください。

【住所】伊賀市上野徳居町3277-18
【電話】0595-21-0136
【休日】不定休
【受取時間】11:00～13:30・16:30～19:00

【住所】伊賀市上野茅町2709-17
【電話】0595-21-1567
【時間】11:30～18:00 【休日】不定休

感染予防、感染拡大防止に十分留意しながらご利用ください。

発 行 ： 上 野 商 工 会 議 所 （観光部会･伊賀上野商店会連合会）
三重県伊賀市上野丸之内５００

公式サイト

ハイトピア伊賀３階

TEL：0595-21-0527 （後援：伊賀市）
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https://uchigurume.jimdofree.com/
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焼肉ステージ昌苑

Restaurant&Bar クアトロ

オールドニューカフェ

レストランいとう

伊賀牛焼き牛丼・
昌苑特製ピビンバ

ドッグ&ピザ

持ち帰りセット

いとう特製幕の内

800円（税込）

630円～（税抜）

1,000円（税込）

1,760円（税込）

●丸の内ドッグ：生ハム2種チーズ、えびアボカド、スモークサーモンとモッツ
ァレラ 630円～
●ピザ：マルゲリータ900円、アンチョビオニオンガーリ
ック850円、4種チーズ1,000円 価格はすべて税抜です。

選べるメインのお料理とグラタン、フライドポテト、サラダ、あげパン付きのセットで
す。メインのお料理は、オムライス・ハンバーグ・ミックスフライ（エビと白身魚）・
チキンのトマト煮・から揚げ甘酢タルタルソースの５種類からお選びください。

伊賀牛100%の焼き牛丼と、昌苑特製のピビンバです。
※ご注文受付10:00～13:00

商品受け渡し11:30～13:30、16:00～18:00

【住所】伊賀市上野忍町2520-5
【電話】0595-24-3194
【時間】11:30～13:30 【休日】水

【住所】伊賀市上野丸之内23 映劇ビル2F
【電話】0595-51-5760
【時間】19:00～23:00 【休日】日

パック料理

ちゃんこ鍋･オードブル
その他一品

お弁当･オードブル

1,080円～（税込）

1,000円～（税込）

399円～（税込）

忍者ちらし
1,080円（税込）

日本料理

一宮

焼物･揚物等、四季折々のお料理をご家庭でどうぞ。又、日替弁当(864円)等もござ
います。お電話にてご確認下さい。写真は1,080円の商品です。
※ご注文は前日までにお願いします。

【住所】伊賀市荒木1015-1
【電話】0595-23-6640
【時間】10:00～18:00 【休日】月

料亭旅館

料り喜

【住所】伊賀市上野桑町2178
【電話】0595-21-0589
【時間】11:00～21:00 【休日】毎週火曜、第２・第３月曜

こけこっこ本舗

仕出しと憩いの場

【住所】伊賀市上野忍町2496
【電話】0595-21-0797
【時間】11:30～16:00 【休日】不定休

【住所】伊賀市四十九町1095-2
【電話】0595-24-3028
【休日】日
【時間】11:30～22:30 ※月曜のみ～17:00

ダイニングまくに

末広寿司

忍者がちらしずしに変身するからくり寿司です。その他のメニューはＱＲコードから
ホームページの「配達について」をクリックで確認できます。
※前日までのご予約でお願いします。配達は徒歩圏なら1人前から可能です。

エビフライ、ハンバーグ、だし巻き玉子、うなぎ蒲焼き、酢の物、冷しゃぶサラダが
入ったお弁当です。

三田清

唐揚げ弁当（399円）です。お惣菜も多数販売しています。ご要望に合わせてオード
ブルも可能です。
※オードブルご注文の場合は事前にご予約ください。

元力士が作る本物のちゃんこ鍋やこだわりの一品。
※1000円以上お買い上げで無料配達します。

【住所】伊賀市上野紺屋町3167-1
【電話】090-3252-7607
【時間】10:00～19:00 【休日】水

【住所】伊賀市四十九町2905-1 丸金ビル202
【電話】0595-41-1555
【時間】18:00～24:00（出前は17:00～21:00）【休日】月

焼き鳥 時代屋伊賀

韓国料理「将軍」

幕の内弁当

雅(みやび)２重折

串もの･唐揚げ等

特製韓国弁当

864円（税込）

3,200円（税込）

100円～（税込）

850円（税込）

普段ちょうちん弁当として提供している煮物中心のヘルシーお弁当です。
他に焼魚、玉子焼き、和え物など。
※ご注文は2日前～前日までにお願いします。デリバリー希望の方はご相談ください。

八寸、お造り、焼魚など本格会席料理をご自宅でどうぞ。

焼き鳥や串ものをご自宅でお楽しみください。

※前日12時までの要予約です。配達は1万円以上のご注文で承ります。

※お電話で事前のご予約をお願い致します。

【住所】伊賀市上野赤坂町320
【電話】0595-21-0030
【時間】11:00～22:00 【休日】不定休

【住所】伊賀市上野恵美須町1596
【電話】0595-21-0132
【休日】不定休
【時間】11:30～14:00、17:00～19:00

おいしいワインと料理の店

ヤンニョムチキン・チヂミ・ニンニク焼きそば・トッポッキ・豚ポックム・サラダ・
キムチ・韓国おにぎりが入った、ボリューム満点のお弁当です。
※配達をご希望の方は9:00までにお電話ください。

【住所】伊賀市上野農人町353-2
【電話】090-3252-7607
【時間】17:00～22:00 【休日】不定休

【住所】伊賀市小田町230-1
【電話】0595-23-7301
【時間】9:00～17:00 【休日】木

PACHA!（パチャ）

ニカク食堂

味の関所 名阪茶屋

A/B/Cランチ弁当

ローストビーフ丼＆
ピザ＆サイドメニュー等

ニカク弁当

手作りハンバーグと
コロッケ弁当

800円（税込）

400円～（税別）

950円（税込）

864円（税込）

カルデナール

●ローストビーフ丼900円 ●ピザ：マルゲリータ1,080円、ベーコン1,100円、シ
ーフード1,230円、照り焼きチキン1,310円 ●伊賀牛どて焼き700円、牛タン塩焼
き700円、3種サラダセット400円 、フライドポテト400円、若鶏の唐揚げ400円、
スペイン産生ハム400円
※すべて税別 ※受け渡し時間17:30～19:00

月替わりで提供している３種類のランチをお弁当にしました！内容･価格が異なりま
すので、詳細はＱＲコードからインスタグラムをご覧いただくかお問合せください。
※配達料は一律300円、3000円以上のご注文で配達料無料。配達地域は要相談。

【住所】伊賀市平野東町58
【電話】0595-24-9224
【休日】火
【時間】17:30～22:00（金・土・祝前日のみ23:00)

【住所】伊賀市上野丸之内128-1 共立ビル1階
【電話】0595-23-4332
【休日】火
【時間】11:00～24:00 (電話受付：9:00～）
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選べるメイン(焼魚、煮魚、揚げ物等)、ご飯、おかず6品、漬物のセットです。ご希
望に応じてみそ汁がつきます。その他、ほぼ全てのメニューがテイクアウト可能です。
※10品以上のご注文は、事前のご予約をお願いします。

【住所】伊賀市上野丸之内42-9
【電話】0595-21-1609
【休日】火、最終週の水曜
【時間】11:00～15:30、17:00～22:00

伊賀肉を使った手作りハンバーグと手作りコロッケが自慢のお弁当。ルーから仕込ん
だ本格派手作りカレー「手作りビーフカレー 野菜のせ」（864円)もございます。
※前日までにお電話にてご注文ください。

【住所】伊賀市大内978
【電話】0595-21-4856
【時間】平日12:00～14:00、17:00～21:00 土日祝11:00～21:00
【休日】月 (祝日の場合翌日休み)

3

てっぱん焼き個室宴会

とろろ庵伊賀路

日本料理しばらく

お食事処

伊賀路弁当･
伊賀路釜めし弁当

弁当、オードブル等

各種お弁当

お好み焼、焼そば等

1,500円～（税込）

1,200円～（税込）

850円～（税込）

780円～（税込）

幕の内弁当1,200円、オードブル3,240～5,400円、鯖寿司2,160円、ミニ会席弁
当3,240円。 他のメニューの写真はホームページをご覧ください。
その他ご要望に応じて対応します。

【850円】日替わり弁当【900円】唐揚げ弁当、鶏南蛮弁当、しょうが焼き弁当、オム
ライス、バーグカツシチュー弁当（写真）【1,000円】焼魚弁当【1,100円】エビフラ
イ弁当、ミックスフライ弁当、トンカツ弁当 ご飯大盛無料。
※テイクアウト50円引き、配達3個以上で50円引き。早めのご連絡をおすすめします。

伊賀路のとろろを使ったお弁当（とろろのカバ焼、とろろのコロッケ等）釜めしとと
ろろのお料理の組み合わせもお楽しみください。
※釜めし弁当のご注文は前日までにお願いします。伊賀路弁当は当日のご注文いただ
けます。写真はイメージです。

【住所】伊賀市平野東町108
【電話】0595-23-8783
【時間】17:00～22:00 【休日】月

【住所】伊賀市三田474
【電話】0595-24-8641
【休日】なし
【時間】11:00～21:00 (※注文受付9:00～15:00)

熊

みその

お好み焼･焼そば（ぶた･いか）780円、自家製伊賀牛すじ煮入りのお好み焼･焼そば
980円、伊賀牛入りお弁当1,800円、おつまみ10種入りオードブル3,300円
※3,000円以上のご注文で配達可能。地域が限られるため、お問合せください。
配達は1商品につき20円UPとなります。ホームページにメニュー掲載あり。

【住所】伊賀市下友生2642-5
【電話】0595-21-3858
【休日】火
【時間】11:00～14:30 17:00～22:00（祝祭日17:00～21:30）

【住所】伊賀市ゆめが丘2-5-6
【電話】0595-23-3390
【時間】8:00～電話受付開始 【休日】火

はなぶさ

グリル・ストーク

炭火焼とうふ田楽

お弁当各種

カレーライス、
オムライス等

とうふ田楽弁当

各種お弁当

970円～（税込）

1,080円～（税込）

600円（税込）

880～1,000円（税込）

ワンプレートランチ1,728円、オムライス1,080円、カレーライス･ハヤシライス
1,080円（ソースのみ824円）、ハンバーグ1,512円、ポークカツレツ1,512円、ビ
ーフシチュー2,160円、タンシチュー2,700円。ライス付は+210円です。
※1時間前にお電話でご予約ください。

日替ランチ970円、伊賀肉牛すき弁当1,290円、伊賀肉焼肉弁当2,160円

【住所】伊賀市上野農人町412-26
【電話】0595-21-1829
【時間】7:00～19:30 【休日】木

【住所】伊賀市上野小玉町3076
【電話】0595-21-1819 【時間】11:30～14:00、17:00～20:30
【休日】8日、18日、28日（土日の場合は前後に振替）

ブーランジェリー エ
カフェ リエゾン

和風のお店

ドリンク＆パンセット
480円･580円（税込）

たちばな

各種定食「自家製ハンバーグ」「ミックスフライ」「鳥チリ」「伊賀牛レバー」や「
ホルモン鍋（2人前～）」など、普段提供している定食をご自宅で味わえます。
※ご注文受付10:00～13:00、商品受け渡し11:30～13:30、17:30～19:00
テイクアウト（平日昼のみ・土・日・祝）デリバリー（土・日・祝の夕方のみ）

とうふ田楽のどんぶりに煮物が付きます。煮物はその日によって変わります。
※昼配達：11:30～14:00、夜配達17:00～19:00。テイクアウトは営業時間内。
配達個数および中心市街地以外の配達につきましてはご相談ください。

【住所】伊賀市上野東町天神商店街東側
【電話】090-8671-7179
【時間】11:30～14:00、17:00～20:00 【休日】火・水

【住所】伊賀市佐那具町966
【電話】090-7308-7500 【休日】火（配達は土･日･祝のみ）
【時間】10:00～13:00（電話受付時間）

カフェ フランセ

おまかせ弁当等

栄養バランス弁当

豚の生姜焼き丼･
オムライス

650円（税込）

600円～（税込）

【住所】伊賀市ゆめが丘2-3-4
【電話】0595-24-2955
【休日】なし
【時間】10:30～17:00 (※注文は当日10時までにお電話ください)

【住所】伊賀市小田町701-1
【電話】0595-48-6480
【時間】8:00～19:00 【休日】月

(お茶1本サービス付)

咲花（さな）

おまかせ弁当は650円より。伊賀牛焼肉弁当もございます。オードブル盛り合わせ（
揚げ物、さしみ、その他）は2,500円より。写真は650円のお弁当です。
※10個以上のご注文で配達可能。配達地域についてはご相談ください。

【480円】400円以下のドリンク1杯と280円以下のパン･サンドイッチ･焼き菓子1個
【580円】400円以下のドリンク1杯と280円以下のパン･サンドイッチ･焼き菓子2個
※パンなどは店内に陳列しているものからお選びください。

とんちんかん

平野屋

650円･700円（税込）
生姜焼き丼（650円）オムライス（700円）ランチで人気のメニューをテイクアウト
でどうぞ！
※事前の電話予約をお願いします。

毎日おかずの内容が変わる家庭的なお弁当。600円、800円、1,000円のお弁当があり
ます。写真は600円のお弁当です。
※必ず予約をお願いします。注文数が少なければ当日予約可能。5個以上で配達可能。

【住所】伊賀市ゆめが丘6-9-7
【電話】0595-24-0815
【時間】11:30～18:00 【休日】日

【住所】伊賀市上野丸之内23
【電話】0595-24-0718
【時間】7:30～19:30 【休日】日

むらい萬香園

ぼて福

藤一水

米井精肉店

抹茶ソフトクリーム･
お抹茶他

お好み焼･焼きソバ･
一品料理等

パック料理、会席料理、お
寿司、オードブル等

伊賀肉 焼肉４種セット

350円～（税込）

890円（税込）

1080～5400円（税込）

5,000円（税込）

お好み焼･焼きソバには「ぼて福特製手作りマヨネーズ」付き！揚げ物･サラダなど豊
富なテイクアウトメニューがございます。詳しくはFacebookをご覧ください。
※ご希望のお時間を申し付けください。大口のお客様、配達等ご相談ください。

当店こだわりの抹茶ソフトクリームの他、喫茶メニュー可能な限りテイクアウト対応
いたします。また、ご家庭用の茶葉や抹茶、その他物販品を配達します。
※時間指定は難しいですが、約10km圏内の配達が可能です。

【住所】伊賀市上野小玉町3130
【電話】0595-21-1173
【時間】9:00～19:00 【休日】木

【住所】伊賀市小田町745-38
【電話】0595-23-8026
【時間】11:30～22:00 【休日】木
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伊賀牛の4種類の部位650gが入ったお得なセットです。すきやき等も配達します。

季節に合わせた手作りの料理です。
※3日前までの注文受付です。配達料金はなし。
5個以上のご注文で伊賀市内配達可能。

※焼肉4種セットは2日前までにご予約をお願い致します。中心市街地以外の配達は
ご相談ください。配達時間10:00～16:00 焼肉セットは11月末までの商品です。

【住所】伊賀市西湯舟2352
【電話】0595-43-1089
【時間】9:00～18:00 【休日】火（祝日の場合は営業）

【住所】伊賀市上野愛宕町3128-2
【電話】0595-21-0638
【時間】9:00～18:00 【休日】月
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割烹たつた

フラムカフェ

精肉のもりなが

名阪上野忍者ドライブイン

うなぎ弁当

週替わりプレート弁当

ハラミ丼

元気弁当

2,800円･4,000円（税込）

1,000円（税込）

1,000円（税別）

900円～（税込）

うなぎ弁当2,800円・4,000円、伊賀牛炙り丼弁当1,800円、伊賀牛炙りステーキ重
2,800円・4,000円 （画像はうなぎ１匹を使用した4,000円の弁当です。）
※前日までの要予約です。

お店で人気の週替わりプレートをそのまま詰めました。伊賀の食材中心に、メインと
サラダ、おかず、ミニデザート付。
※事前に電話予約ください。

【住所】伊賀市上野玄蕃町205-2
【電話】0595-21-0630
【休日】月
【時間】12:00～14:00、17:30～22:00

【住所】伊賀市上野茅町2668-1
【電話】0595-21-8860
【時間】9:30～20:00 【休日】水

ログハウスレストラン

たちばな
特製弁当･オードブル

【住所】伊賀市川合237-7
【電話】0595-43-0933
【休日】木
【時間】10:00～18:00（電話受付9:00～）

Aランチ

宅配弁当（夕食）

702円（税込）

540円・594円（税込）

カフェ碧

イタリア料理

碧のお弁当・
天むす5個入り
640円～（税込）

チッタ

チキンカレー＆ナンorライス（レギュラーサイズ）のセットです。

毎日日替わり夕食のお届け。ご飯付594円、おかずのみ540円。
※旧上野市エリアのお届けとなります。配達時間は13～17時、時間指定不可。
3日/週からお届け可能。配達料無料。前日15時まで注文変更可能。

※ラストオーダーのお時間は、昼は14:30、夜は21:30となります。

【住所】伊賀市上野農人町428-7
【電話】0595-48-6758
【時間】11:00～15:00、17:00～22:00

【住所】伊賀市緑ヶ丘中町3860
【電話】0595-26-1518
【時間】9:00～17:00 【休日】土･日･祝

【休日】月

西ざわ笑店

Cornicione

テイクアウト専用メニュー

コロッケ弁当等

マルゲリータ

650円～（税込）

600円（税込）

1,330円（税込）

●スープ（プレーンor鶏、押し麦、水菜入）650円or750円●ミックスサラダ650円
●ニョッキ（バジル風味ミートソースのチッタ特製モッツァレラチーズを詰めたニョ
ッキ、パン付）1,200円●ローストポーク（イタリア産ホエー豚のロースト、煮込み
ソース、リゾット・パン付）1,500円●ガーリックトースト200円●ドリンク400円

【住所】伊賀市小田町2000-1
【電話】0595-24-3001 （LINEはQRコードより）
【時間】11:30～14:00 【休日】毎月1日・毎週木曜

【住所】伊賀市大内2017
【電話】0595-23-1414
【時間】9:00～18:00 【休日】なし

たまりしょうゆアイスクリーム＆

【住所】伊賀市上野中町3017
【電話】0595-21-5544
【時間】9:00～17:30 【休日】毎月第2木曜日

碧のお弁当（860円）天むす（640円）ドリンクなど。旬の食材にこだわり、身体に
優しいお持ち帰りメニューを作らせて頂いております。
※当日のご連絡でもご用意いたします！ご注文はお電話かLINEでご連絡ください。

【住所】伊賀市白樫5835
【電話】0595-20-2983
【時間】9:00～18:00 【休日】水

安永総合サービス(株)

●たまりしょうゆアイスクリーム（350円）養肝漬のたまりしょうゆ使用。
●養肝漬焼むすび4個（600円）養肝漬のきざみを混ぜた伊賀米のおむすびを宮崎屋
のたまりしょうゆで焼き上げました。４個入り、お漬物付き。
※おむすびは前日までにご予約お願いします。お渡し時間11:00～15:00

※ご注文は前日までの予約をお願いします。

※注文を頂いてから調理するため、電話予約を頂くとスムーズにお渡し出来ます。

カラカッタ伊賀上野店

350円・600円（税込）

特製弁当（1,100円）、オードブル（5,000円）どちらも要予約です。

微笑み弁当（900円）、笑顔弁当（1200円）。松阪牛焼肉・鯛めし・煮物・海老天巻
き寿司などたくさんのおかずが入った豪華なお弁当です。
※配達は10個以上のご注文にてお願いいたします。写真は笑顔弁当です。

養肝漬 宮崎屋

養肝漬焼むすび4個入り

1,100円～（税込）

ハラミ使った焼肉丼です。大盛無料です。

【住所】伊賀市上野農人町423
【電話】0595-22-8320
【時間】11:30～19:00 【休日】火（祝日の場合は翌日）

当店イチオシのコロッケと日替わり総菜のお弁当です。他、豚ヒレカツ弁当（800円)
焼鮭弁当（800円）、コロッケ・唐揚げ弁当（850円）など。
※取り置きや配達などお気軽にお問合せ下さい。

窯で焼き上げたナポリピッツァです。
※５枚以上は前日までにご注文ください。

【住所】伊賀市平野上川原133-8
【電話】0595-51-5795
【時間】10:00～19:00 【休日】火

【住所】伊賀市上野東町2934-11
【電話】0595-51-8856
【時間】11:30～14:00、17:30～23:00

【休日】月

夏場は特に食中毒に注意！

やじろべえ上野店

ステーキハウスGrazie

購入したお料理はお早めに

各種お弁当･丼･麺

お召し上がりください。

529円～（税込）

伊賀牛サーロイン
ステーキ弁当
2,500円（税込）

529円（税込）から各種弁当･丼･麺をご用意しています。詳細は下記ＱＲコードより、
ホームページのお持ち帰りメニューをご覧ください。一品料理130円（税込）ミニ丼
378円（税込）もございます。電話予約を頂くとお待たせせずにご用意できます。
※平日11:00～14:30、17:00～21:30
土日祝11:00～21:30

【伊賀牛サーロインステーキ弁当】大好評！当店で人気の弁当です。（2,500円）
【ステーキMIXグリルA】伊賀牛入ハンバーグ（スタンダード･マスタード）・伊賀牛サ
イコロステーキ2種・ソーセージ+2品（3,500円）他、人気のハンバーグ弁当850円～
※どちらも前日までにご予約ください。当日注文はお時間を頂く可能性があります。

【住所】伊賀市服部町尾崎1919
【電話】0595-22-1118
【時間】11:00～22:00（L.O 21:30）【休日】なし

【住所】伊賀市上野丸之内500ハイトピア伊賀2階
【電話】0595-51-0783 【時間】11:00～14:00、17:00～20:30
【休日】火曜・月に1～2回水曜変則休業日あり
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各店舗の地図はこちらから
確認できます。

●「うちグルメin伊賀」に参画し、冊子右上にクーポンマークがついた

●「うちグルメin伊賀」に参画し、冊子右上にクーポンマークがついた

店舗のみで使用可能です。（コピー不可）

店舗のみで使用可能です。（コピー不可）
●お会計1,000円以上（税込）でご利用頂けます。

●お会計1,000円以上（税込）でご利用頂けます。

●一度のお会計につき一枚までご利用頂けます。

●一度のお会計につき一枚までご利用頂けます。

利用期間：２０２０年１２月３１日まで

利用期間：２０２０年１２月３１日まで
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