
レストラン 赤煉瓦 
TEL 26-4311 住所 一関市上大槻街 2-37  
＜注文＞11:30-14:30 
＜受渡＞11:30-15:00 
＜予約＞当日可 
＜定休＞日曜 
 
 15 品目パワーサラダ           780 円 
 三元豚厚切ロースカツカレー   1,300 円 
 ビーフシチュー            1,500 円  
パワーサラダ始めました！美容と健康にオススメです。 
他にもメニューが充実してます！ 

【お問い合わせ先】 ヲタク飯実行委員会（事務局：一関商工会議所 経営支援課） TEL 0191-23-3434 

居酒屋 こまつ 
TEL 23-5744 住所 一関市大町 6-20 
＜注文＞15:00-21:00 
＜受渡＞16:30-19:00 
＜予約＞前日まで要予約 
＜定休＞水・日曜 
 
 ふわ mochi メンチ            400 円 
 鶏唐揚げ                680 円 
 ふわ mochi ずんだコロッケ     350 円  
他にもテイクアウト可能なメニューがございます。 
TEL にてご確認ください。 

中華料理 菜咖 
TEL 23-8931 住所 一関市大手町 1-4 
＜注文＞ 9:30-15:00 
＜受渡＞11:30-15:00、17:30-21:00 
＜予約＞当日可 
＜定休＞月曜 
 
 オードブル               3,500 円～ 
 一品料理 麻婆豆腐 他     864 円～ 
 中華弁当 エビチリ 他       864 円  
お祝や法要などに、手作りオードブル おうちで作れ
ない本格中華をお持ち帰り！ 

株式会社 斎藤松月堂 
TEL 26-3000 住所 一関市上大槻街 2-37  
＜注文＞8:00-17:00 
＜受渡＞8:00-17:00 ※ホテルサンルート一関でも可 

＜予約＞前日まで要予約 
＜定休＞無 
 
 平泉うにごはん       1,380 円 
 あぶり焼和牛弁当     1,100 円 
 鮭いくらまぶし弁当    1,100 円  
こだわりの味をまごころこめて、旅人の心に寄り添う 
駅弁作りを目指しております。 

松竹 
TEL 23-3318 住所 一関市上大槻街 2-1 
＜注文＞11:00-18:30 
＜受渡＞11:00-19:00 
＜予約＞当日可 
＜定休＞不定休（主に月曜） 
 
  カツ丼         950 円 
  ヒレカツ丼    1,400 円 
  うな丼      3,050 円  
駅前にあるソースカツ丼と鰻のお店です。詳細は HP 又は店 
頭のチラシをご覧ください。 各種 SNS @shochiku1920 

蔵元レストラン 世嬉の一 
TEL 21-5566 住所 一関市田村町 5-42 
＜注文＞11:00-15:00 
＜受渡＞11:00-15:00 
＜予約＞2 日前まで要予約 
＜定休＞不定休（要連絡） 
 
 松花堂 2 段重       1,500 円（※税別） 
 黄金米豚食べ比べ重  1,000 円（※税別） 
 六色餅弁当          600 円（※税別）  

地元食材と地域の名物お餅などのテイクアウト 
お弁当です。 

二葉鮨 
TEL 21-1203 住所 一関市駅前 56  
＜注文＞17:00-22:00 
＜受渡＞17:30-22:00 

＜予約＞前日まで要予約 
＜定休＞不定休 
 
 スペシャル 1 人前    3,000 円 
 上にぎり 1 人前      2,000 円 
 中にぎり 1 人前     1,500 円  
鮨を囲んで、一家団欒などいかが？ 

ベリーノホテル一関 
TEL 23-1000 住所 一関市山目字三反田 179 
＜注文＞9:00-17:00 
＜受渡＞9:00-19:00 
＜予約＞2 日前まで要予約 
＜定休＞無 
 
 選べる六角二色丼弁当     2,700 円 
 春の桜弁当           2,500 円 
 なの花わっぱ弁当        2,484 円  
和食料理長がこだわりの食材でつくる 
本格的なお弁当をご自宅で是非‼ 

Bothy ボシー 
TEL 23-0339 住所 一関市駅前 48 2F 
＜注文＞15:00-17:00 
＜受渡＞17:30-20:00 
＜予約＞当日可 
＜定休＞日曜・祝祭日 
 
 ミックスピザ           750 円 
 いわいどりのから揚げ    600 円 
 自家製メンチカツ       600 円  
なるべく前日までにオーダーくださいませ‼ 
いわて Go To Eat 食事券もご利用できます‼ 

クレープショップ MOGMOG 
TEL 34-9902 住所 一関市大町 2-51  
＜注文・受渡＞平日  12:00-19:00 

土日祝 11:00-18:00 

＜予約＞当日可 
＜定休＞無 
 
 チョコバナナクレープ       400 円 
 白玉抹茶あずきクレープ     460 円 
 とりからマヨクレープ       450 円  
甘いデザートクレープの他、とりからやソーセージの 
食事クレープまで種類豊富です！ 

mojo 
TEL 26-1200 住所 一関市大手町 6-16 
＜注文＞営業時間内 
＜受渡＞11:00-14:00、18:00-20:00 
＜予約＞当日可 
＜定休＞月曜+不定休 
 
 本日のお弁当       1,200 円～ 
 夢が盛り盛りセット    2,000 円～ 
 自家製生地のマルゲリータ(2 日前の予約制)1,500 円  
お弁当の内容などは日によって変わるので、詳しい
内容は HP のインスタグラムを！ 

 和酒 Dining もんど 
TEL 21-8628 住所 一関市大手町 7-36 さくらビル 2F 
＜注文＞13:00-23:00 
＜受渡＞17:00-23:00 
＜予約＞当日可 
＜定休＞日曜 
 
 本気の和牛ローストビーフ丼            1,200 円 
 もんどのオードブル 1 人前 (3 人前から)  1,500 円 
 本気の濃厚チーズケーキ 一本約 6 人前  2,500 円  

蜂蜜を使った特製ソースの和牛ローストビーフ丼、 
他におつまみセット 1,500 円などなど 

和ダイニング 夢きらら 
TEL 48-5181 住所 一関市八幡町 2-58 千葉ビル 1F 

＜注文＞11:30-13:30 
＜受渡＞17:00-20:00 
＜予約＞前日まで要予約 
＜定休＞水曜 
 
 日替り弁当         650 円 
 デミソースオムライス    600 円 
 ミックスピザ         850 円  
是非、ご賞味ください！ 
 

串揚げ居酒屋 らんたん 
TEL 21-5636 住所 一関市駅前 48 
＜注文＞16:00-18:00 
＜受渡＞18:00-22:00 
＜予約＞前日まで要予約 
＜定休＞不定休 
 
 キクラゲ麻婆煮込み       626 円 
 串揚げおまかせ 10 本   1,026 円 
 オリジナル塩焼そば       518 円  
その他メニューはインスタで‼ 
※注文は前日までに、要予約です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ヲタク飯☆新ルール＞ 
 

①下記のお店でテイクアウトする！ 

②スタンプを 3 店舗分 集める！ 

③必要事項を記入し、お店に渡して応募する！  開催期間：令和３年２月２０日(土)～３月３１日(水)  

ス タ ン プ 押 印 欄 

１店舗目 ２店舗目 ３店舗目 

必 要 事 項  (※ご応募の際にご記入ください) 

住所 

氏名 

電話番号 

〒 

第３回 

※ご応募いただいた方の中から、抽選で素敵な賞品が当
たります。なお、当選者の発表は、賞品の発送をもって
かえさせていただきます。 

 
※ご応募は、お一人様何口でも可能です。 
 
※掲載商品は一部を除き、税込金額です。 
 
※掲載内容は、予告なく変更となる場合があります。 
 
※必要事項にご記入いただいた個人情報は、当選された

方への賞品発送にのみ利用いたします。 

 応募締切：令和３年 4 月１０日(土)  


