藤岡市子育て世帯支援
食事券取扱店舗一覧 （令和２年９月２５日現在）
店 内 飲 食 ・ テ イ ク ア ウ ト

店 内 飲 食 ・ テ イ ク ア ウ ト

店

割烹 おきな 【和食】
和食処 武笠路 【和食】
ねぼけ堂 藤岡店 【喫茶・甘味・菓子】
キッチン楓 【洋食・お弁当】
たわらや 【中華・ラーメン】
みつぎはんてん 【ラーメン・焼肉】
薔薇繪亭 【洋食・喫茶・洋菓子】
味処 玄庵 【和食】
おおぎやラーメン 藤岡店 【ラーメン】

虎屋 Cafe 【和食・お弁当】
あ～る Café 【洋食・お弁当】
0PAGE STUDIO 【和食・洋食・お弁当】

ラーメンショップ藤岡 【ラーメン】
しゃぶしゃぶ ゆずっ子 【和食・しゃぶしゃぶ】
サルサーレ 【イタリアン】
きよ志鮨 【和食】
そば 岡部 【そば】
天神茶屋 【和食・そば・うどん】
焼肉グルマンズ 仙台苑 【焼肉】
鶴々庵 【和食・そば】
らあめん すぎした 【中華・ラーメン・丼物】
レストラン さんびきのこぶた 【洋食】
とんこつ屋 【ラーメン】
芸術・茶屋 カタチ 【喫茶・食事】
菜の花 【和食・洋食】

カレーハウスCoCo壱番屋 藤岡北ノ原店

いま井や

【カレー・お弁当・ラーメン】

【和食・うどん】

カフェ・ラスパイユ

【スイーツ・ジェラート・洋食】

大龍 【ラーメン】
道の駅上州おにし 暖炉亭 【和食・洋食・お弁当】
とんかつ 甘楽亭 【和食・お弁当】
かつ哲 藤岡店 【和食】
麦挽屋 今助 【和食・ラーメン】
カフェレスト りんご畑 【洋食】
グラート 【洋食】
大和家茶寮・大和鮨 【和食】
サンティエ 【洋食】
うなぎ あかぎ 【うなぎ】
檑亭 【お好み焼き】
徳樹庵 藤岡店 【和食】
インド料理 PUNJAB 【カレー】
チボアンドピアンタート 【洋食】
鬼カフェ 【コーヒー・ケーキ・ランチ】
もりもり亭 【中華・ラーメン】
レストラン りんでんばーむ 【洋食】
欧風食堂 バンデミュール 【洋食】
大村 【和食・そば・うどん】
JABBA's Cafe 【お弁当・バーガー】
栄寿軒 【中華】
麺房 そば康 【そば・うどん】
さかな屋すし 魚健 【和食】
景気屋笑売ウェイブ 藤岡ららん店 【洋菓子】
Organic ごはん hocoro 【和食・お弁当】
万久馬 【和食・お弁当】

めん処 だいとうえん

【中華・お弁当・ラーメン・ハンバーグ】

柏屋 四郎右衛門 【和食・うなぎ】
焼肉 七りん 【焼肉】
横浜家系ラーメン 翔家 【ラーメン】
P’ｚ Ｄｉｎｅｒ 【洋食】
手づくりパン工房 CoCo noa 【パン】
家和楽亭 【和食・お弁当】
がってん寿司 藤岡店 【寿司】
ケンタッキーフライドチキン

藤岡店

【ファーストフード】

店内飲食・デリバリー・テイクアウト
そば処 盛喜庵 【そば・うどん・ご飯物】
そば処 昌良 【和食】
みかわ食堂 【和食・中華・ラーメン】
（有）富久寿し 【寿司】
柿乃木 【和食・お弁当・ラーメン】
ときわ寿司 【寿司】
鮨友 【和食】
鬼べえ らーめん 【中華・ラーメン】
花膳 【和食】
（株）大和家旅館 【和食・お弁当】
宝寿し 【寿司】
卯波 【和食・洋食】
割烹 松むら 【和食】
てんぐ家 【うどん・そば・丼物】
大久保食堂 【和食・洋食・中華・ラーメン】
銀華亭 【ラーメン・定食】
和食処 おかめ 【和食・ラーメン・そば・うどん】

店 内 飲 食 ・ デ リ バ リ ー
藤岡飯店

【中華・ラーメン】

デ リ バ リ ー ・ テ イ ク ア ウ ト

内

飲

食

Restaurant Cafe Arne Sonanza

【和食・お弁当】

み

【イタリアン】

紫葉庵 【和食・そば・うどん】
大勝園 【ラーメン】
らーめん駿 【ラーメン】
いっちょう藤岡店 【和食】
焼肉飯店 万福苑 【焼肉】
寿し正 【和食・洋食】

テ

イ

ク

ア

ウ

ト

の

み

しあわせ弁当 【お弁当】
茨城屋精肉店 【お弁当・揚物】
黒沢精肉店 【食肉・惣菜】
居酒屋 奥多野 【和食】
和食処 吉村 【和食】
サンドイッチハウス ピクルス

【調理パン・サンドイッチ】

やきとり 若 【和食・お弁当】
仙松堂 【パン】
うれしの 【和食】
みやご食堂 【ラーメン】
（有）喜撰 【お弁当】
ららん茶屋 BetsuBara 【ソフトクリーム】
肉の駅ららん店 ららんベーカリー 【パン・揚物】
ソムシバン 【韓国料理】
縁 ～yukari～ 【和食】
肉のふじや 【お弁当・惣菜】
居酒屋 しろ 【和食】
ケーキサロン パティスリーＦ

anzu（あんず）

の

【ケーキ・焼き菓子】

酒処 楽々 【お弁当】
海鮮四季 北海亭 藤岡店【和食】

