
　　　　 ≪QRコード≫

50音順

№ 事業者名 事業者住所 電話 提供品目

1 そば膳　葵 羽生市小松1016-1 048-563-0094 日本そば「十割そば」

2 赤城屋 羽生市須影90-1 048-562-0368 手打ちうどん、そば、ラーメン、定食等

3 割烹　赤坂 羽生市東6-4-10 048-562-1660 和食、寿司、海鮮丼

4 あさひ 羽生市中央5-8-20 080-5442-0389 ラーメン

5 味のイサム 羽生市須影108 048-562-1250 中華料理

6 伊勢屋 羽生市中央2-5-31 048-561-8171 ラーメン等

7 板倉屋 羽生市中央5-9-21 048-561-3464 鰻、和食

8 一番 羽生市南3-10-17 048-561-0798 ラーメン、チャーハン、かつ丼、餃子

9 いちばんどり 羽生市秀安121 048-563-2404 やきとり

10 一休庵 羽生市北2-12-35 048-563-2758 そば・うどん・定食

11 麺食処　一心 羽生市南羽生4-8-8 048-562-2632 ラーメン

12 魚新 羽生市三田ヶ谷2525 048-565-0571 和食

13 魚徳 羽生市東6-16-26 048-561-0044 鰻、和食

14 うしくぼ珈琲 羽生市尾崎50 048-561-3478 喫茶店

15 うどんカフェ水木金土 羽生市中手子林586 048-565-1087 手打ちうどん、手作りケーキ・アイス、コーヒー・紅茶等飲み物

16 Ｓ・ココ・トコ 羽生市南羽生1-35-6 048-560-5003 レストラン

17 うなぎ　江もり 羽生市中央5-3-32 048-563-2435 和食・鰻料理

18 居酒屋　大島 羽生市中岩瀬850 048-561-2712 和食のおつまみ

19 居酒屋風　そば　大むら 羽生市西5-26-15 048-562-1935 酒類、そば、定食、オードブル

20 庭の中のレストラン　ORTON 羽生市桑崎35-1 048-563-2100 和洋食

21 イタリア料理　Casa　Mia（カーザミーア） 羽生市南羽生1-16-2-2F 080-9774-8389 イタリア料理

22 Calm 羽生市下川崎1040-1 048-516-0699 パスタ、イタリアン

23 かつはん　西口店 羽生市西3-15-13 090-7019-7967 ヒレかつ、ロースかつ、かつ丼、焼肉丼

24 そば処　金山庵 羽生市桑崎541 048-562-0585 石臼挽き手打ちそば、手打ちうどん、丼物

25 華楽 羽生市中央2-1-11 048-561-0919 ラーメン等

26 King　Diner 羽生市須影422-5 048-514-7625 洋食

27 和風居酒屋　空～ku～ 羽生市東6-17-10 048-577-7885 和食、居酒屋

28 ケヤキの森 羽生市中岩瀬224-5 080-1110-8432 カフェ

29 コーヒールーム　コマツ 羽生市中央1-1-3 048-561-8581 コーヒー、サンドイッチ、パスタ、オムライス

30 SAROJAS（サロジャス） 羽生市東9-7-1 048-562-2224 カレー

31 支那虎 羽生市中央1-1-23 048-561-1079 中華料理

32 島田精肉店 羽生市東1-1-55 048-562-1191 精肉店

33 手もみらーめん十八番 羽生市藤井上組832 048-563-1510 ラーメン・ぎょうざ

34 中華料理　寿園 羽生市西3-9-10 048-561-8512 中華

35 ダイニングカフェ　シュトゥットガルトゥ 羽生市中央2-4-35 048-580-6660 カフェ、洋食
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№ 事業者名 事業者住所 電話 提供品目

36 松月庵（本家） 羽生市須影381 048-563-2398 そば、うどん

37 松月庵（井泉） 羽生市藤井上組318 048-565-3436 そば

38 松月庵（新郷店） 羽生市下新郷1923-3 048-561-8190 そば、うどん

39 松楽 羽生市中央1-8-9 048-561-0163 和食

40 焼肉　信山 羽生市東5-15-10 048-578-8929 焼肉

41 寿々間 羽生市中岩瀬670-1 048-561-1674 そば、うどん

42 DAI 羽生市東6-19-5 090-6129-0044 居酒屋・和食

43 大黒鮨 羽生市東6-4-14 048-563-0143 寿司

44 たかのチェーン羽生店 羽生市中央3-1-19 048-563-4544 弁当、団子、和菓子、巻物、焼きそば等

45 宝亭 羽生市北1-8-19 048-561-0827 中華料理

46 レストラン　たけし亭 羽生市中央2-2-23 048-563-4668 洋食

47 玉鮨 羽生市下岩瀬1241 048-561-7373 寿司

48 ちさと 羽生市西5-27-1 048-562-0681 釜飯、和食等

49 ケータリングサービス　㈱ＤＣＦ 羽生市南6-17-6 048-563-3344 和食、洋食、中華、寿司、総合出張料理

50 天治 羽生市下川崎161 048-562-0452 各種宴会、和食

51 鳥清 羽生市西2-3-10 - 唐揚げ

52 鳥料理　鳥よし 羽生市東5-1-13 048-561-3397 和食・鳥料理

53 キッチンとんとん 羽生市北荻島394-1 048-565-1377 とんかつ・カレー

54 とんとん拍子 羽生市西2-2-4 048-560-4194 串焼、和食、洋食、酒類

55 日本料理　花むら 羽生市上手子林460 048-561-4300 日本料理

56 自家焙煎屋　はらだ珈琲 羽生市下手子林2025-1 048-506-0778 珈琲豆、テイクアウトドリンク

57 春美食堂 羽生市東6-17-9 048-563-0881 ラーメン

58 Slow Dining 風来坊 羽生市桑崎804 048-561-9861 和洋食・居酒屋

59 平八 羽生市藤井下組1146-1 048-565-1587 うどん、そば

60 Bellement 羽生市南7-17-21 048-563-5559 フランス料理

61 北斗 羽生市中央1-3-2 048-561-0372 居酒屋、お食事

62 パン工房　学舎 羽生市羽生455-2 048-561-5353 パン製造・販売

63 千両だし まほろば 羽生市南7-8-16 048-598-8878 寿司・うどん

64 むじな庵 羽生市東8-20-2 048-562-5855 うどん、そば

65 社会福祉法人共愛会　ベーカリーもみの木 羽生市南羽生2-8-13 048-560-1624 ベーカリー、軽食

66 山田肉店 羽生市下手子林2214 048-565-3258 焼鳥、揚げ物

67 ユーキッチン 羽生市北3-23-29 070-6970-0650 和洋食

68 よしの 羽生市東8-3-7 048-563-1280 そば、うどん

69 串焼・与兵 羽生市東6-16-6 048-563-1799 焼鳥・焼魚・刺身

70 力道 羽生市南2-18-12 048-561-4705 和食

71 味と粋　和楽 羽生市東6-18-13 048-561-1002 和食

登録店舗は随時更新します。


