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笠間稲荷神社

へ是非どうぞ！

そば処 つたや

little cu.リトルクウ

BeLLY BUTTON CORAL
（ベリーボタンコーラル）

つの国や

庭カフェＫＵＬＡ

フローレン

caya (かや） やきそば芳賀屋 武陶房 ふぐ膳 湊屋本店絵本カフェcoccolo味の店はらだ

大寿し

茨城おとなのかき氷 

四季と六花

鍛冶屋 ひげのCafe 松島製菓 ともしび食堂カフェナナイロcafe＆雑貨kinomiかさま歴史交流館 井筒屋

井筒屋カフェ 喫茶去

かさまカフェ 二ツ木

手打ちそば 柏屋 仲見世 丸井 ときわ神具 マルトミ ほんまや 季節料理 前ざきリフレッシュサロン癒し
創業明治八年 茨城県産常陸秋そばを
山芋つなぎで自家製麺しております。

笠間の舞茸と白胡麻の入った三角の
そばいなりといなり寿司です。

手打ちそばと稲荷寿司を食べに来て
ください。

時間により焼きたてが食べられます。 国内産の木曽ひのき・本けやきの
神棚・外宮・神具の専門店

笠間市笠間1279　0296-72-0055
平日10:00～15:00
土日祭日10:00～16:00　不定休
＜おススメ商品＞
そばいなり　麺セット　
とろろそば　つけ鴨せいろ
門前そば茶

家具（アンティークやリメイクやオ
ーダー）や雑貨などを販売

笠間市笠間1184 0296-72-7599
11:00～16:00 定休日：月曜日
＜おススメ商品＞
アンティーク家具
リメイク家具
オーダーテーブル
笠間焼
雑貨

当店人気のタピオカに加え、お弁当
のテイクアウトもございます。
笠間市笠間984-1 0296-71-8639
11:00～16:00 (LO 15:30)
定休日：月曜日
(月曜祝日の場合は、翌火曜日)
＜おススメ商品＞
ランチメニュー（1000円～）
油淋鶏(ユーリンチー)弁当（800円）
ローストビーフ弁当（800円）
本日のカレー弁当（800円）
タピオカ（590円～）

笠間にちなんだネーミングのお菓子

でご来店お待ちしております。

「笠間の食材を笠間の器で」季節の旬の野

菜をたっぷりと召し上がってください。

笠間市笠間1335 0296-72-0101
8:00～19:00　不定休
＜おススメ商品＞
稲荷ゆべし（165円）
八萬石五仟石最中（165円）
笠間道中（165円）
笠間の恋人（120円）

笠間市笠間1539-3 080-9263-8256
11:30～18:00　定休日：月・火
＜おススメ商品＞
お肉のプレート
（1200円）
お魚のプレート
（1200円）
カレープレート
（1000円）
（月１回「カレ
ーの日」のみ）
デザートプレート 
ランチ時（300円）
（ランチをたのま
れた方のみ）
カフェタイム時
（500円）
（飲み物とセットは400円）

吟味した材料を使って、丁寧に心を
込めて作っています。

笠間市笠間1180-1-A
090-4715-9758
11:00～16:00（売り切れ次第終了）
金・土・日曜日営業
＜おススメ商品＞
コッペパン(170円～）揚げパン（170円～）
スコーン（180円）アイス最中（300円～）
シフォンケーキ（180円）

当店は、持ち帰り寿しを中心に、
営業しております。

笠間市笠間1096　0296-72-2467
10:30～14:00　15:00～19:30 
定休日：水曜日（祭日の場合は
営業、翌日休業、臨時休業有り）
＜おススメ商品＞
上寿し（1580円）1人前（1250円）
ちらし（880円）太巻き（780円）
寿し詰め（850円）

在来作物を使い、自然と体に寄り
添うお菓子を販売しています。
笠間市笠間1537
水曜日もしくは金曜日に営業
(SNSにてお知らせします。)
10：30～16：30

＜おススメ商品＞
娘来たと和三盆（280円）
在来豆のグラノーラ (量り売り）
（700円/100g）
栗とほうじ茶(季節限定）（300円）
ジンジャーシロップ（700円）

自然な風合いの釉薬を用い、普段使
いの器を制作しています。

笠間市笠間1542-4 0296-72-4413
9：00～17：00　不定休
＜おススメ商品＞
コーヒーカップ＆ソーサー（2640円） 
急須（3300円）
片口酒燗器
（8800円）
ぐい呑み、
酒燗器セット
（11000円） 
マグカップ
（2200円）

昭和四十年創業。日本料理の基本を
大切にした料理を心がけています。

笠間市笠間1529 0296-72-1035
11:30〜14:00　17:30〜21:00
定休日：水曜日
＜おススメ商品＞
海釜めし（カキ・ホタテ・カニなど
の海の幸）（1430円）
蟹釜めし（1430円）
ヒレカツ御膳（1892円）
二品付け日替わり昼御膳（1012円）
三品付け日替わり昼御膳（1353円）

絵本のような可愛らしい空間で、
ちょっとのんびりしませんか？

笠間市笠間1548-2 0296-72-7731
11:00〜18:30（L.O:18:00）
定休日：月・火曜日
＜おススメ商品＞
ピリピリキノコカレー
カレードリアセット
気まぐれマンマセット

定食900円台からご用意。人気は、
女性リピーターも多い穴子天丼。
こだわりの焼酎も。
笠間市笠間1547-3 0296-72-2213
11:30〜14:30　17:00〜22:30
定休日：月曜日（月曜日が祝日
の場合は翌日）
＜おススメ商品＞
日替わり定食（980円）
穴子天丼（1300円）
生姜焼き定食（1100円）

笠間市笠間1541　0296-72-7668
10:30〜18:00　18:00以降予約
不定休
＜おススメ商品＞
やきそば（300円より）
やきそばベーコン目玉焼入り（400円より）
たこやき（500円）
からあげ（500円）
冬季限定鍋焼きうどん（650円）

地元茨城県産フルーツを使った
かき氷専門店。

ソースとの相性抜群の焼きそば！
サイドメニューも是非ご一緒に！！

笠間市笠間1537
土・日・月、祝祭日に営業
(休業の場合有り）11:00-17:00
＜おススメ商品＞
【期間限定】季節のフルーツかき氷 時価
マスカルポーネな大人ティラミス（1200円）
アールグレイなロイヤルミルクティー（1000円）
焦がしキャラメルとグラノーラ（1000円）
魅惑の黒ごまラテ（900円）

ともしび博士の作る笠間焼陶人形を
モチーフにした、お弁当やクッキー
を販売しています。

笠間市笠間1537
木曜日の11:30〜16:00に営業
＜おススメ商品＞
ともしび流薬膳弁当（900円）
ともしびクッキー（300円）
ともしびグッズ（陶器）

日替わりのシェアカフェです。火曜は
ブックカフェ。ほっとしたい午後に。

笠間市笠間1537　
火曜日の13:30〜17:00に営業
＜おススメ商品＞
コーヒー（400円）
ふくれみかんサイダー（400円）
ドリンクとcaya
さんの焼き菓子
セットドリンク
100円引き
夏摘み紅茶
ティーパック
（600円）

明治時代の空間で、挽きたてコーヒ
ー、抹茶を。フリーWi-Fi完備。

笠間市笠間987　0296-71-8118
10:00～17:00　定休日：月曜日
（月曜祝日の場合は翌日休み）
＜おススメ商品＞
抹茶和菓子セット（800円）
井筒屋ブレンドハンドドリップ
珈琲 和菓子セット（700円）
和紅茶 和菓子セット（700円）
昔なつかしいｺｰﾋｰﾌﾛｰﾄ（700円）

ウイルス対策万全！皆様のご来店
を心よりお待ちしております。
笠間市笠間1095　0296-72-3891
日～木　11:30～14:00
17:00～22:00 (LO 21:00)
金・土　11:30～14:00
17:00～23:00 (LO 22:00)
定休日：水曜日、第３木曜日
＜おススメ商品＞
常陸牛のタタキ（1320円）
刺身の盛合わせ（1540円）
めひかりの唐揚げ（880円）
自家製ハンバーグ（935円）
つぶ貝のブルギニオンバ
ター・トースト付（1045円）

心が晴れの日も。胸に嵐がふくとき
も。遊びにおいでベリーボタン♪

笠間市笠間1337　080-1083-2480
10:30～16:00　不定休

＜おススメ商品＞
ヒンドゥー教の疫病退散御守り
オリジナルデザインの洋服
手刺繍のバッグ
カラフルな小物
ハンドメイドの神様

なつかしい昭和レトロな空間にタイ
ムスリップしたようなお店です。

笠間市笠間1339　0296-72-0157
10:00～16:00（売り切れ次第終了）
定休日：火曜日
＜おススメ商品＞
テイクアウトメニュー
幸せだんご（100円～）
おいなりさん（300円～）
かさま焼き栗（500円）

小ぶりな甘辛稲荷寿司と炒った
クルミのコラボをお楽しみ下さい。

自家製の油揚げを丁寧に美味しく仕
上げています。ぜひお試し下さい。

かるにえ姉妹店です。ちょっと休憩
に、二階のイートンでどうぞ。

野菜を多くとりいれています。
笠間焼とお料理をお楽しみください。

和をテーマにした可愛くて欲しくな
るバッグや小物を揃えています。 笠間焼の器でコーヒーやハワイアン

パンケーキなどを味わえます。

zakka&cafe gallery yoga LE MIDI

笠間市笠間1343　0296-72-0037
11:00～18:00　不定休
＜おススメ商品＞
くるみいなり７個入り（750円）
のりといなりセット（750円）

笠間市笠間1351-1 0296-71-6005
10:00～18:00 (売り切れ次第終了)
定休日：月曜日
＜おススメ商品＞
テイクアウトメニュー
笠間産栗のシュークリーム（302円）
シュークリーム5種類セット
（1285円）

笠間市笠間1351-2 0296-70-1118
11:30～14:00 (LO)
夜のお食事要予約
定休日：月曜日
＜おススメ商品＞
ランチコース
 平日　　　
　A/1980円　
　B/2530円

 土日祝日　
　A/2200円　
　B/2750円

笠間市笠間1351　0296-72-0268
9:00～16:00 (売り切れ次第終了)
不定休
＜おススメ商品＞
イートインとテイクアウトメニュー
そばいなり、くるみいなり、他色々ないな
り寿司（各140円）
いなり寿司とそば・うどんセット（1115円）
沢山の野菜入りけん
ちんそば・うどん
（990円）
自家製の牛すじそば
・うどん
（957円）

テラスも気持ちいい開放的なカフェ
です。

みんなが笑顔になれるような“食”
にこだわって全て手作りです。

笠間市笠間1339 070-4374-0767
11:30～16:00　定休日：月曜日
＜おススメ商品＞
KULAプレート
AYHハンバーガーセット
ガレットランチ
煮込みハンバーグプレート
松花ドルチェ

笠間市笠間1338-1 0296-73-6260
11:00～16:00
（L.Ｏ：15:00）　
定休日：水曜日
＜おススメ商品＞
常陸牛入りのふわふわ
レンコンハンバーグは１番人気
新鮮な野菜がたっぷりのサラダ＆人気の
手作りドレッシングの相性抜群
やみつきになる味のしみこんだごぼうの
きんぴら
期間限定の具だくさんの豚汁
（夏場はお味噌汁に変ります。）
期間限定のパフェ（旬の果物を使ったパフ
ェや渋皮煮ののった栗パフェなど）

笠間市笠間1272
0296-72-0356
9:00～17:00　
不定休
＜おススメ商品＞
手焼き稲荷せんべい（150円）
笠間栗ｿﾌﾄｸﾘｰﾑ(季節限定）（350円）

笠間市笠間1269-2
0296-72-0202
9:30～17:00　
不定休
＜おススメ商品＞
外宮　神棚　木彫
福来（縁起物）　開運だるま

ほんまやご利用の方は、ほんまや
駐車場が無料です。

笠間市笠間1192
0296-72-1335
9:30～16:30　
定休日：金曜日
＜おススメ商品＞
ジェラート各種（350円）
濡れると柄のでる和傘（1100円～）
きのこ茶（648円）
有平糖（540円）

<女性限定・完全予約>
頑張っている女性を元気に！！

笠間市笠間1192 ほんまや2階
070-3620-0654
10:00～18:00　
不定休
＜おススメ商品＞
ヨモギ蒸し（2500円）
ｱﾛﾏﾘﾝﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞ60分（6600円）
ネイル（4800円～）

ラー油やゴマだれなど調味料は
お店にて仕込んでおります。

笠間市笠間1337　0296-72-5575
11:30～14:00　17:30～20:00
日曜日のみ11:30～14:00　
定休日：月曜日
＜おススメ商品＞
汁なし担々麺（700円）
黒酢の油そば（850円）
ゴマだれ担々油そば（800円）
よだれ鶏
（680円）
麻婆豆腐
（700円）

心を込めて作っています。
よろしくお願いします。

笠間市笠間1185-1
0296-71-8702
11:00～13:30 テイクアウトのみ
17:00～20:00 オーダーストップ　
定休日水曜日
第４週のみ水・木曜日2連休
＜おススメ商品＞
イートインとテイクアウトメニュー
地酒（800円）
祝、法用のお弁当（2000円～）
笠間牛（3000円）
手打そば（700円）

お一人でも大人数でもお気軽に
お立ち寄りください！

笠間市笠間1194　0296-72-3755
18:30～23:00　定休日：月曜日
　　　　 （日曜日は予約のみ）
＜おススメ商品＞
日替わりクラフトビール
イタリヤ直送樽生スパークリン
グワイン
カキのコンフィ
おきつねチーズ
笠間野菜のバー
ニャカウダ

笠間市笠間1273　
0296-72-0139
9:30～17:00　
不定休

＜おススメ商品＞
天ぷらそば（1100円）
鴨南ばんそば（990円）
稲荷(巨大きつね）そば（880円）
稲荷寿司（１個130円）
そば寿司（５個入り700円）

笠間市笠間1276-1　
0296-72-0061
10:30～17:00
不定休

＜おススメ商品＞
笠間産舞茸入りそばいなり
(６個入りテイクアウト972円)
当店自慢のたれ使用海老天丼(1430円)
ゆうと君大好きセット
(ラーメン&ミニ海老天丼1320円)
舞茸入りイカ天巻き二本入り
(テイクアウト648円)

中華そばのあい川

手焼き稲荷せんべい 神棚 和傘 笠間牛

ソフトクリーム

汁なし担々麺

オリジナルデザインの洋服

松花ドルチェ

八百屋カフェＯｋａｉ

ハンバーグ

きむらや 菓子工房 福 西洋割烹かるにえ 名品の店ますや ラ・ミディ

いなり寿司

笠間市笠間1357-1 0296-72-1107
10:00～16:00 
定休日：月・火・水（祝日は営業）
＜おススメ商品＞
壺焼き芋 
冬季限定（300円）
本格ドリップ
コーヒー（200円）
ソフトクリーム
（300円）
抹茶フローズン
（350円）

笠間市笠間1357-2 0296-73-0430
10:00～18:00(LO 17:00)
定休日：火曜日

＜おススメ商品＞
イートインメニュー
まじめなソフトクリーム（356円）
かさまマロンラテ（期間限定）　（560円）
かさまﾏﾛﾝﾊ゚ ﾝｹー ｷ（期間限定）(1527円）
ハワイコナ100%コーヒー（611円）
ハワイアンパンケーキ（1223円）
テイクアウトできます（一部商品を除く）

ハワイアンパンケーキ

上寿し 常陸牛のタタキ 抹茶和菓子セット ランチメニュー

稲荷ゆべし

お魚の
プレート

コーヒー ともしびクッキー

グッズ

やきそば

酒燗器セット 海釜めし

カレードリアセット

穴子天丼

茨城産のローズポークの肉料理。
地産地消。是非。ご賞味ください。
笠間市笠間1525 0296-72-1129
12:00〜14:00(L.O)18:00〜20:00
定休日：木曜日
＜おススメ商品＞
ロースカツ（ご飯、みそ汁、漬物）（880円) 
カツ重（みそ汁、漬物付）（880円）
みなとやカツカレー
（ミニサラダ、コーヒー付）（935円）
生姜焼き（ご飯、みそ汁、漬物）（880円）
ポークソテー（ご飯、みそ汁、漬物）(1320円)

ロースカツ

スパークリングワイン

稲荷そば

そばいなり

そばいなり

アンティーク家具


