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多古町散歩に欠かせない、グルメなお店が勢ぞろい。
和食、中華にお寿司、焼肉、お菓子…と、充実したラインナップで皆さんのお越しを
お待ちしています。お気に入りの多古町グルメを見つけてください！グルメ

ショップリスト

TAKO Favorite! グルメなお店一覧
多古町

店名 ジャンル 電話番号 営業時間 定休日 所在地

食
事
・
喫
茶

美奈川 割烹 76-2033 11:00 ～ 23:00 不定 南中 1510-1
穂高 喫茶店 76-2125 11:00 ～ 20:00 月曜 多古 2772-1
カフェ　ニドファ 喫茶店 75-1081 11:00 ～ 18:00 月曜・火曜 高津原 1273
今出屋 食事処 76-2036 11:00 ～ 14:00　17:00 ～ 22:00 日・祝 多古 567
みなとや食堂 食堂 76-2352 11:00 ～ 19:30 水曜 多古 2724
食事処 高家 食堂 75-0777 11:00 ～ 20:00 火曜 高津原 479-5
あきもと食堂 食堂 75-1454 11:30 ～ 13:30　15:30 ～ 19:30 水曜 十余三 294
白浜食堂 食堂 75-1378 11:30 ～ 19:00 月曜 桧木 326-2
飯田食堂 食堂 76-5171 16:00 ～ 日曜 南中 1442-1
たまご屋さんコッコ 飲食販売 76-5054 9:00～18:00（飲食は 9:00～14:30） 元日 喜多 413-44
八千代寿し 寿司・割烹 76-3108 16:00 ～ 23:00 月曜 多古 2778
小島寿し 寿司・和食 76-5890 11:00 ～ 22:00 木曜 多古 482-1
きむら寿司 寿司 76-2605 17:00 ～ 23:00 月曜 多古 477
寿しとも 寿司 76-5908 11:00 ～ 13:30　17:00 ～ 20:00 不定 多古 3085-2
そば工房 篠 そば 78-1147 10:30 ～ 18:00 土曜 芝山町大里 1586-7
釜屋支店 そば・割烹 76-5057 11:00 ～ 21:00 日曜 多古 1043-1
タイジャルン タイ料理 76-5557 12:00 ～ 21:00　※要確認 不定 多古 3525
中華料理 一番 中華 76-7051 11:30 ～ 14:00　17:00 ～ 20:30 不定 染井 334-1
ふじや菜館 中華・焼肉 76-5320 11:00 ～ 19:00 水曜 多古 3538
ひらやま もつ焼き 76-3230 17:00 ～ 22:00 月曜 南中 1508-1
笑蔵 焼肉 74-7667 17:00 ～ 24:00 火曜 多古 269-2
あすび 焼肉 76-7101 17:00 ～ 23:00 不定 多古 371-6
亜木馬 レストラン 76-6078 9:00 ～ 18:00 木曜 多古 3693
栃の実 お好み焼き 76-7577 11:45 ～ 14:00　17:30 ～ 23:00 水曜 染井 165-1
お好み焼き　たがわ お好み焼き 75-2835 17:00 ～ 21:00 木曜 大高 1-918
しんのみくうかん　農家レストラン レストラン 75-0358 11:00 ～ 15:00　※要予約 火曜 十余三 329-5
和や 和食ダイニング 76-2422 17:30 ～ 25:00 木曜 多古 1516
大龍 食堂・ラーメン 76-3941 11:00 ～ 22:00 月曜 染井 308-1
みんなのらぁめん  BAMBU ラーメン 85-6138 11:30 ～ 14:30　17:30 ～ 21:00 月曜・第４火曜 多古 3893-1
らーめん小川商店 ラーメン 74-7070 11:00 ～ 14:00　17:00 ～ 21:00 火曜 多古 1854-3
福庭 台湾料理 76-6608 11:00 ～ 15:00　17:00 ～ 23:00 無 南中 919-2

お
持
ち
帰
り
・
お
土
産

まごころ弁当 弁当 76-3607 9:00 ～ 19:00 無 多古 2748
いなか寿し 勝又 巻き寿司 76-4747 9:00 ～ 応相談 不定 多古 349-1
泉ベーカリー パン 76-7222 5:00 ～ 19:00 無 多古 2658
ピーナッツの広川 らっかせい 75-1521 8:00 ～ 17:00 土・祝 十余三 281-7
落花生直売　植松 らっかせい・梨直売 75-0352 8:00 ～ 19:00 日曜 十余三 385-632
坂本菓子舗 菓子 76-2125 11:00 ～ 20:00 月曜 多古 2772-1
白石製菓本店 菓子 76-2129 8:00 ～ 18:30 不定 多古 547
坂本製菓 菓子 76-8420 7:00 ～ 19:00 ╱夏　7:30 ～ 18:30 ╱冬 日曜 川島 298
白石菓子舗 菓子 76-2954 9:00 ～ 19:00 火曜 多古 219

（株）土井商事（たこや工場直売所） いもようかん 76-3407 8:00 ～ 17:00 無 御所台 215
宿 割烹旅館ますがたや 旅館・かに料理 76-2735 不定 多古 970

※市外局番は☎0479です
カテ
ゴリ
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土風炉

「牛たん＋麦めし＋とろろ＋テールスープ」のセットメ
ニューが評判の店。炭火で焼き上げた牛たんと一緒に提
供されるのが、多古の大和芋を使ったとろろ。毎日お店で
すりおろして作っています。牛たんとの相性も抜群です。

〝
お
い
し
い
多
古
〟を
食
べ
ら
れ
る
お
店

牛たん・とろろ・麦めし ねぎし
毎月16日は麦とろの日
多古町産大和芋を使った「とろろ」が人気！

「厚切牛たん たんとろセット」

首都圏
中心に

40店舗以上

「今にいきる江戸町文化と和
食」をコンセプトに、新鮮素材を
活かした刺身料理、備長炭焼、
天麩羅、豆冨料理などが味わえ
ます。独自製法による、北海道幌
加内産そば粉使用のこだわり
そばも人気です。

今に粋
い き

る
EDO WASHOKU

ふんわり多古町産大和芋を使った
「焼き魚 麦とろ定食」　
「とろろせいろ」を
ご賞味あれ！

備長炭の香り漂う鶏料理専門店。備長炭焼
鳥をメインに、揚物や刺身などの逸品を、豊 
富な地酒・焼酎とともに味わえます。日本三 
大地鶏の最高峰「比内地鶏」をはじめ、旬の 
素材を活かしたこだわり料理も楽しめます。

炭火串焼 水炊き 鳥元
風味豊かな多古町産大和芋の

「若鶏のみぞれかけ定食 とろろ付」
「鶏すきやき定食 とろろ付」
がおススメ！

首都圏
中心に

20店舗以上

イタリアのナポリに本部を置く「真のナポ
リピッツァ協会」の世界で240番目の認定
店。素材・焼き方・仕上がりまで厳しい審
査に通過した、出来たて、ふっくらモチモチ
の本格ナポリピッツァがいただけます。パ
スタやドルチェも評判です。

イタリア料理 ピッタ ゼロゼロ
イタリアンにも多古町産大和芋

「千葉県多古町名産”大和芋”と
サルシッチャのピッツァ」が絶品！

浦安市
（舞浜）

東京都内
に34店舗、
横浜市内
に4店舗


