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益子町観光協会
TEL:0285-70-1120
FAX:0285-72-1135
HP:http://www.mashiko-kankou.org/

お

食

事

一

掲載店舗 ( 益子町観光協会会員 )
1

2

カフェ花夢来夢

定休日：不定休

メニュー：浅煎りキリマンジャロ ( タンザニア産 )２００円、ケーキセット５００円
地場産小麦・卵使用シフォンケーキ・チーズケーキ各３５０円
Tel.0285-70-6232 定休日：火・水

メニュー：カムカムランチ ( デザート・ドリンク付 )１２００円〜、本日の
パスタランチ ( デザート・ドリンク付 )１２００円〜、そばセット１２ ００円
Tel.0285-81-5549 定休日：日・月

3

Cafe Bar Banda

営業１８時〜

メニュー：お母さんの手作りコロッケ７８０円、高田さんちのこだわり
卵の厚焼き６００円、アルコールメニュー色々

4

カフェ フーネ

Tel.0285-81-6004 定休日：水・木

メニュー：ふうねプレート１６５０円、南蛮おこわ１８５０円、
カレー１３５０円

5 Cafe Mashiko-Bito
マ

シ

コ

ビ

ト

表

99 和食 そば

※メニュー・料金等が変更になる場合もあります。予めご了承ください。(H29.4 改定 )

明窯 ( あきらがま ) Tel.0285-70-6522
カムカム

覧

99 食事 カフェ

Tel.0285-81-3081 定休日：土・第１・３木

Tel.0285-72-9002
14 つかもと美術記念館 cafe

メニュー：季節の月替わり御膳１０５０〜１３８０円、野菜コロッケ御膳１０５０円
ホッケ御膳１６００円、自家製手作りチーズケーキセット６５０円※平日は事前予約で可
Tel.0285-72-3360 定休日：月 ( 夜 )・木

22

Tel.0285-72-2968 定休日：水・木

メニュー：ランチメニュー ( サラダ・ドリンク付 )９７０〜１０８０円、
スイーツ各種、※事前予約で夜の営業あり １組限定 (４名〜 )
カフェ・ランチかぼ茶庵 Tel.0285-70-3478 定休日：火

メニュー：フレンチトースト ( サラダ、ミートミール、珈琲、アイス )１４００円、ミートクレープ丼
９５０円、ランチ + サービスドリンク２００円※お代わり自由 (HOT のみ )

メニュー：季節のパスタ９８０円〜 ( 税別 )、お得なランチセット A１４００円 ( 税別 )
B１２００円 ( 税別 )、選べるデザート３品５８０円 ( 税別 )

メニュー：店主日替わりでカフェメニューあり

6
7

カレーキッチン yamani Tel.0285-72-7711 定休日：金

メニュー：野菜たっぷりカレーライス１０００円、カツカレー１２００円、
和豚のカレー８００円、トッピング +１００円 ( チーズ )、野菜たっぷりカレーうどん１１００円

8 ギャラリーカフェ湧 ( 外池酒造店 ) Tel.0285-72-0002 定休日：無休

メニュー：利き酒セット ( オススメ日本酒２種類と漬物付 )３００円、
仕込み水使用水出しコーヒー３００円、酒粕テラ 1 片３００円、酒粕テラセット５５０円

9

森のレストラン MARCHERANT
マルシェラン

Tel.0285-64-0489 定休日：無休

※ツインリンクもてぎ休業日に順ずる

茂木町のおいしい食材を使用したビュッフェ形式のレストラン。
ホテルツインリンク内にございます。

10

Tel.0285-72-3160 定休日：不定休
KENMOKU CAFE
KENMOKU GALLERY

メニュー：陶器市期間中のみ OPEN。http://tsuchikukan.cocolog-nifty.com

11 しいの木カフェ

Tel.0285-72-3075

定休日：火・水・木

ラストオーダー PM2:00

メニュー：< コーヒー > しいの木ブレンドコーヒー・水出しアイスコーヒー各４００円 ( おかわり

１００円引き )< 紅茶 >

英国伝統紅茶 ( ストレートティー５００円・ミルクティー６００円 )

12 starnet ( スターネット )

Tel.0285-72-9661 定休日：木

メニュー：日替わりスイーツ４００円〜、日替わり軽食１２００円、オーガニック
ブレンドコーヒー４００円、その他お飲み物各種５００円〜

13 創作料理 暁

Tel.0285-81-6767 定休日：水

※すべて税別

22
メニュー：函館直送地魚のお造りの盛り合わせ (１人前 )９９０円、気まぐれパスタ９９０円
日本酒２０種類以上、樽詰めポールスター ( スパークリングワイン )４９０円

19 ヒジノワ

Tel.0285-81-7380 定休日：不定休

20 暖邸 ( ダンディ )

Tel.0285-70-6124

定休日：火

メニュー：花ランチ (５種前菜、メイン、デザート盛合せ )２２６８円、今月のパスタランチ ( 前菜３種、メイン、
デザート盛合せ )１７８２円、デザートプレート ( 選べるデザート２種ドリンク付き )１０８０円

21 ほっとるーむけやき

Tel.0285-72-9889

定休日：無休

メニュー：特製けやきパスタ１０００円、とちおとめみるくジュース５５０円、
マルゲリータ１０００円、セットメニュー A(+４００円：サラダ、ドリンク )、B(+７００円：サラダ、ドリンク、オリジナルケーキ )

22

和風カフェレストラン 益子の茶屋 Tel.0285-72-9210 定休日：月※祝日の場合は翌日

メニュー：ハンバーグランチ和風おろしソース１０５０円 ( 税別 )、陶器で楽しむ
ドリンクバー単品３５０円 ( 税別 )、季節のデザート３点プレート５００〜６００円 ( 税別 )
Tel.0285-72-2261 定休日：無休
益子焼＆カフェレストラン

壷々炉

23

メニュー：壷々炉ステーキセット (150ｇ)１４９５円、焼き立てスイートポテト４５０円、ケーキ ( 各種 )
セット８２０円

24 もえぎ本店

Tel.0285-70-8111 定休日：水

メニュー：もえぎオリジナルブレンドコーヒー (HOT)４００円、カフェオレ (HOT)５００円
(ICE)５５０円、ハーブシロップのソーダわり５００円、焼菓子各種

25

森のレストラン

Tel.0285-70-2223 定休日：金

メニュー：前菜 ( ビュッフェより一皿 )＆季節のパスタ１６２０円〜、季節のデザート４３２円
※コース料理要相談

26

洋麺食堂

OPEN

Tel.0285-72-7320 定休日：火

AM11：00 〜

つみき

定休日：水

Tel.0285-72-4065

30 いろり茶屋

16 陶知庵 ( とうちあん ) Tel.0285-72-2386 定休日：土・日・祝営業

18 納屋珈琲ひなた

レストラン

メニュー：カツサンド１０８０円、ハーフカツサンドセット ( コーヒー・サラダ付 )９８０円
エビフライカレー１５２０円、ポークソテー１３９０円

定休日：水

メニュー：週替わりランチプレート、カレー、自家製ドリンク、コーヒー、
ケーキセットなど

Tel.0285-72-1812 定休日：不定休

メニュー：ミックスフライ定食１１００円〜、ポークソテー定食１４００円
ロースカツ定食１２００円、生姜焼定食１０００円

28

定休日：月

Tel.0285-72-6033

29 Cafe Novel( カフェ ノベル ) Tel.0285-81-3737

メニュー：野菜ラーメン７５０円、みそラーメン７５０円、
チャーシューメン９００円、もつ煮定食７００円

17 とんかつちとせ

キッチン＆喫茶 絵里珈

メニュー：つみき弁当１２９０円 ( 平日ランチ時のみ１０５０円 )、焼肉定食９９０円
天丼９８０円、たん麺７００円

定休日：木

メニュー：コーヒー４００円、コーヒーセット７００円、抹茶６００円、
手づくり紫蘇ジュース４００円

15 手打ちらあめん ぎおん

27

メニュー：ピザのマルゲリータ９３０円、モッツァレラチーズ in トマトソーススパゲッティ
９００円、揚げ茄子のミートクリームソーススパゲッティ１０３０円

Tel.0285-72-4230 定休日：火 ( 予約は可 )

メニュー：猪なべ２３５０円、鴨なべ２３５０円、ちゃんこなべ２３５０円、
田吾作膳１０８０円、田吾作うどん１０８０円
Tel.0285-72-6130 定休日：木
益子焼と手打ちそばの店

えのきだ窯

31

メニュー：かけそば・ざるそば 中７３５円 / 大９４５円、天ぷら３２４円、
きのこの小鉢３２４円
Tel.0285-72-2770 定休日：不定休

32 大川戸ドライブイン

メニュー：流しソーメン５００円、手打天ぷらうどん６７０円、えび入り天ぷら盛り合わせ
８６０円、お新香盛合せ ( 豆腐・こんにゃく付 )６５０円

33

そば おおつか

Tel.090-2314-3547

定休日：土・日・祝営業

メニュー：もりそば６００円、けんちんそば７００円、天ぷらそば７００円、
かけそば６００円、天ぷら ( 単品 )３００円

34

共販センター新館 2Fレストラン

Tel.0285-72-4444 定休日：無休

41 和食 杣

Tel.0285-72-0931

定休日：水

メニュー：手打そば６００円、せいろそば ( そば + 天ぷら + おにぎり )９５０円、天ざるそば
１３５０円、牛鍋定食１１００円、杣ばくだん定食 ( とろろ、納豆、生卵、まぐろ、いくら付 )１３００円

42 つかもとレストホール

Tel.0285-72-5151

定休日：木

メニュー：釜めし膳１０８０円、ソースカツ丼８００円、季節の野菜とチキンのカレー
８５０円 ( 季節限定 )、オムハヤシ９８０円 ( 季節限定 )

43

手打ちそば うえの

Tel.0285-72-3355

定休日：月

メニュー：けんちんそば８４０円、野菜天ざるそば９４０円、
そばセット ( ミニ丼ぶり付 )１０５０円←セットは陶器市期間中なし

44 手打蕎麦 藤人

Tel.0285-72-2337 定休日：水

メニュー：おろしそば７５０円、かき揚げおろしそば８００円、
鴨せいろ９５０円、天せいろ１１００円、野菜せいろ９００円

45 仲よし

Tel.0285-72-3830 定休日：月

メニュー：ちたけすいとん・うどん８００円、オムライス８００円、
ちたけなす丼１０００円、きのこめし膳１０００円

46

日本料理 茶力経ヶ坂

Tel.0285-70-1088

定休日：水

メニュー：懐石料理４１０４円〜、松華堂弁当 ( 華 )３２４０円※団体、
季節御膳 ( 昼・夜限定 各２０食 )１９４４円、経ヶ坂御膳４３２０円

47

共販センター手打ちそば 華乃郷

Tel.0285-72-4444

定休日：無休

メニュー：華乃郷天ざるそば１３００円、天丼ミニそば膳１４００円、
ざるそば７８０円、ざるうどん６８０円

48 益子いちご畑レストラン
( 益子観光いちご団地内 )

Tel.0285-72-8768 定休日：無休※元日のみ

メニュー：カツ丼 ( 国産牛 )１０８０円、カツカレー ( 国産牛 )１０８０円

メニュー：ちたけうどん・そば８００円、天ざるうどん・そば８５０円、
けんちんうどん・そば８００円※１１月頃から

35 すし山法師

49

Tel.0285-84-6676 定休日：水 ( 夜 )・木

メニュー：空にぎり２２５０円 ( 税別 )、天にぎり２７５０円 ( 税別 )
おまかせにぎり３２５０円 ( 税別 )、おまかせコース４０００円〜 ( 税別 )

36 そば割烹 木乃香

Tel.0285-72-1230

37 蕎麦処 たか松

Tel.0285-70-6171 定休日：月・木

38 そば処 炉庵

Tel.0285-70-1068

定休日：火

メニュー：木乃香そば・うどん１０８０円、道楽そば・うどん１５３０円
木乃香陶しき１５３０円 ※おかまグルメメニューあり！

メニュー：天もりそば・うどん１０５０円、かもつくねそば・うどん１２５０円
定休日：木

ましこのごはん
( 道の駅ましこ内 )

Tel.0285-72-5530 定休日：第 2 火曜日

メニュー：ましこのごはん定食１１００円、道の駅定食９００円、ぱんプレート７５０円、
スタミナ丼７００円

50 真岡井頭温泉

Tel.0285-83-8822 定休日：火 ※変動あり

メニュー：手打ち仏生寺ざるそば５８０円 ( 天ざるそば１０５０円 )、井頭温泉餃子３２０円

51

ロマンの湯

52

小峰窯

Tel.028-677-4126 定休日：水

メニュー：プレート膳７００円、味噌ラーメン７００円、ロマン御膳１１００円

※団体様向け：要予約

Tel.0285-72-6311 定休日：不定休

メニュー：十割そば９２０円、十割そば定食 ( とろろご飯 )１２２０円、
そばすいとん１０００円、そばの実の入ったとろろご飯３００円

メニュー：※要予約 団体様向け
ざるそば定食１０８０円、けんちんそば定食１０８０円

39

53

そば明水

Tel.0285-72-7099 定休日：月・火

営業 PM2:30 まで ( 平日 )、PM3:00 まで ( 土日祝日 )

メニュー：もり蕎麦８３０円、もりセット ( そば + かき揚げ )１１８５円、もり丼
１４８５円 ( そば + かき揚げ小丼 + お漬物 )、明水セット１４８５円

40 蕎麦処つかもと

Tel.0285-72-5151 定休日：水・木

メニュー：もりそば７００円、天もりそば１０００円、鴨汁そば１０００円、
益子大皿一升盛 (４人分 )２６００円

お食事処

はせがわ※団体様向け：要予約

Tel.0285-72-6161 定休日：無休※予約制

メニュー：※完全予約制 ( 前々日 )
和風御膳１０８０円〜、釜めし御膳１３００円、益子御膳１６２０円

54 益子舘

里山リゾートホテル

Tel.0285-72-7777 定休日：無休

メニュー：※完全予約制 (１０名〜 ) 昼食 + 温泉入浴付
豚ごま御膳２７００円、華御膳３７８０円

