
住所 電話番号 弁　当 予約日 オードブル 予約日

定休日 FAX番号 金　額 数　量 金　額 数　量

国見町小熊毛2497 83-0010 オードブル 2前日まで

5,000円～ 要相談

国見町伊美2280-１ 82-0168 弁当 2日前まで オードブル 2日前まで

不定休 2,000円～ 要相談 5,000円～ 2個～注文可

国見町伊美2545-3 090-4772-6803 弁当 前日まで ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ 前日まで

毎週月曜日 1,000円 要相談 5,000円～ 要相談

1,500円 前日まで

要相談

国見町岐部536（国見ふるさと展示

館「城山亭」内）
83-0321 減塩弁当 前日まで ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ 1週間前まで

水曜日（祝日の場合は翌木曜日） 500円 要相談 3,000円 5個以内

日替弁当 前日まで ｵｰﾄﾞﾌﾞﾙ 1週間前まで

500円 要相談 5,000円～ 5個以内

国見町小熊毛125-1 83-0343 幕ノ内弁当ほか 2日前の17時まで

なし 500円~540円 弁当類等要相談

サンドウィッチ 2日前の17時まで

200円～

おにぎり 2日前の17時まで

110円～

食彩キベ食堂

MAKK

笑人クラブ

Yショップ泉屋

店　名

上園屋旅館

三國屋
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住所 電話番号 弁　当 予約日 オードブル 予約日

定休日 FAX番号 金　額 数　量 金　額 数　量

国見町伊美2364-2 0978-82-0067 紅鮭弁当

第3日曜日 0978-82-0831 550円

助六弁当

398円

白身フライ海苔

弁当

550円

若鶏の唐揚げ弁当

480円

おにぎり各種

110円～

サンドウィッチ

各種

200円～

国見町竹田津3889 0978-84-0754 地魚弁当(日替) オードブル 3日前まで

毎週月曜日 0978-84-0780 500円 3,000円 1日10ケ

のり弁 オードブル 3日前まで

400円 5,000円 1日10ケ

たこ唐丼

480円

仕出し弁当 3日前まで

1,000円～5,000

円
1日20ケ

2日前の17時まで

前日まで

（少ない場合は当

日可）

Yｼｮｯﾌﾟﾏﾂﾓﾄ

国見水産(有)

知恵蔵

店　名
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住所 電話番号 弁　当 予約日 オードブル 予約日

定休日 FAX番号 金　額 数　量 金　額 数　量

国見町伊美2445-1 82-1135 焼魚弁当 2日前の17時まで オードブル 5日前の17時まで

なし 82-0031 煮魚弁当 1日10ケ 3,240円 1日10ケ

しょうが焼き弁当 〃 オードブル 5日前の17時まで

サケ弁当 〃 5,400円 1日10ケ

唐揚げ弁当 〃 オードブル 5日前の17時まで

454円 〃 10,800円 1日10ケ

焼肉弁当 〃

486円 〃

日替わり弁当 5日前の17時まで

540円 1日50ケ

国見町伊美4252の1番地 0978-89-7117 いなり 2日前の17時まで

なし 0978-89-7118 330円 1日10ケ

助六 2日前の17時まで

400円 1日10ケ

サラダ巻き 2日前の17時まで

400円 1日10ケ

赤飯 2日前の17時まで

380円 1日10ケ

サンドウィッチ 前日の17時まで

320円 1日10ケ

サンドウィッチ

(3種)
前日の17時まで

490円 1日10ケ

店　名

道の駅くにみ

(有)てつや
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住所 電話番号 弁　当 予約日 オードブル 予約日

定休日 FAX番号 金　額 数　量 金　額 数　量

国見町伊美4252の1番地 0978-89-7117 ハンバーグサンド 前日の17時まで

なし 0978-89-7118 カツサンド 1日10ケ

玉子サンド 　　　　″

各490円 　　　　″

酢豚 　　　　″

280円 　　　　″

えびピラフ 　　　　″

280円 　　　　″

メンチカツ 　　　　″

320円 　　　　″

国見町竹田津3580-5 0978-84-0789 日替わり弁当 前日の17時まで オードブル（5人分） 2日前の17時まで

木曜日(祝日営業) ″ 540円 1日30ケ 5,400円 1日5ケ

唐揚げ弁当 　　　　″ オードブル（3人分） 　　　　″

540円 　　　　″ 3,300円 　　　　″

ぎょうざ弁当 前日の17時まで

540円 1日30ケ

コロ唐弁当 　　　　″

540円 　　　　″

行楽弁当 2日前17時

1,080円 1日20ケ

麵類 30分前事前連絡

540円～ 要相談

ﾗｰﾒﾝｶﾌｪ明星

店　名

道の駅くにみ
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