
下野
極上グルメ
大集合！！下野 o昼時は行列ができるこ

ともlさっぱりした清湯ス
ープがたまらない

☎  0285-44-8841 P18C7

3倍サイズの
ジャンボギョーザもぜひ！
コンブやカツオ、煮干しを中心とした
和だしスープが人気。独特なダシの真
髄を楽しむなら和だし醬油らーめん
702円がおすすめ。ビッグサイズの自
家製餃子（2個）270円も評判だ。
K笹原59-7 kJR自治医大駅から徒歩10
分 J11時30分～23時（土･日曜、祝日は
11時～） i無休  p 36台

麺屋  穂華
めんや ほのか

lオープンキッチ
ンは活気でいっぱ
いとなるn和だし
つけ麺は大盛り無
料がうれしい

K下古山2905-5 kJR石
橋駅から車で9分 J11時
30分～24時（土･日曜、
祝日は11時～）  i不定休  
p30台

o元気な声が飛び交う店
内lガッツリ肉と背脂が
やみつきになる

☎   0285-38-9683 P18C7

あっさりからこってりまで、
好みのスープで
矢沢永吉の歌声が店内に流れ
るロックなラーメン店、なれど
味わいは繊細だ。あっさりか
らこってりまでスープが選べる
から若者から年配者まで、幅
広い年齢層に人気。低加水の
細ストレート麺
もうまい！

K薬師寺3311-64 
kJR石橋駅から車
で7分 J11時30
分～ 15時、17～
21時 i月曜（祝
日の場合は翌日）
p25台

ラーメン専科 竹末食堂
らーめんせんか たけすえしょくどう

o地元の常連に愛
される人気店
m一番人気のカエ
ン麺はザーサイと
挽肉のあんかけスー
プで、かなり辛口

o奥の洗面所は通称「矢
沢ルーム」？l低加水麺
にスープのうまみが絡む

☎ 0285-52-0327 P19A2

ピリ辛がクセになるカエン麺が人気
創業28年、昔ながらの中華料理が人気。エビチ
リやニラレバなど料理2品に、ライス、スープ、
ドリンクが付くランチセット850円はリーズナブ
ル。麺には杏仁豆腐が付くサービスもうれしい。
K石橋567-3 kJR石橋駅から徒歩10分 J11～14時、
17～21時 i月曜 p 12台

華宴
かえん

ラ
ー
メ
ン 和だしつけ麺 810

円

ジパング麺 680 円

あっさり680 円

カエン麺 830 円

☎ 0285-44-0224 ☎ 0285-44-0307
P18B6 P18B6

丸々としたボリューミーでジューシーな手作りメンチ
で評判の一軒。餃子（10個）291円や焼豚（100g）
288円などもぜひ。K小金井5-26-1 kJR小金井駅か
ら徒歩3分 J9時～18時30分 i日曜 p 4台

ロースカツのやわらかさの秘密は、筋切りをしっかり
していること。北海道産の男爵イモを使用したコロ
ッケ70円も人気だ。K小金井3-2-12 kJR小金井駅
から徒歩15分 J10時～19時30分 i水曜 p 7台

中澤精肉店 おかずのイケダ
なかざわせいにくてん おかずのいけだ

下野市の人々は、お肉屋さんの揚げた
てコロッケやメンチカツなどが大好き。
散策ついでに立ち寄って、店先でいただ
くのも、みやげにも喜ばれそう。

必食！

テイクアウトグル
メ

地元の
人々 が愛する

揚げ物編

ロースカツ200 円手作りメンチ110 円

☎ 
  0285-38-9249 P19C2

豚骨のうまみをとことん
煮出したスープを堪能
小麦の香り豊かでモチモチ食感の自家
製麺と、豚骨のうまみが凝縮されたス
ープの相性が抜群。魚介油に麺や具材
を混ぜて食べる、まぜそば842円や自
家製ギョーザ（6個）302円も。

ジパング軒 石橋店
じぱんぐけん いしばしてん

☎ 

☎   0285-32-6300 P18B5

岩手産菜彩鶏使用のスープに
栃木産小麦のモチモチ麺
岩手産菜彩鶏のうまみをじっくり抽出
した自慢のスープに自家製モチモチ多
加水麺、さらにトロ肉や焼豚がパンチ
を加えている。煮干し中華そば680円
もファンが多い人気メニュー。
K薬師寺3384-1 kJR自治医大駅から車
で8分 J11時30分～14時30分LO、17
～21時LO i無休  p 30台

弥惣吉
やそきち 岩手産菜彩鶏使用 

鶏ガラ中華 680 円
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行列覚悟のラーメンの人気店から、昔ながらの手
打ちうどん、老舗のそばなど、麺に対して舌の肥
えた下野市民をも満足させる名店揃い。お肉屋さ
ん自慢の揚げもののテイクアウトもおすすめ。

麺激戦区
個性派ラーメンから

昔ながらのうどん＆
そば

☎ 090-1429-6580 P19B3

下野産野菜たっぷりの天ぷらが楽しみ
香川県産の小麦を使用した麺はツルツル食感と、し
っかりしたコシがあり、天然素材にこだわったダシと
の相性が抜群。季節による下野産のさまざまな野菜
を使った天ぷらも人気。盛りうどん500円など。
K下長田146 kJR石橋駅から車で8分 J11～14時 i月曜
（祝日の場合は翌日） p 20台

下野うどん草庵
しもつけうどんそうあん

o座敷にテーブルを配し
た明るい店内lツヤツヤ
と輝く麺が食欲をそそる

田舎うどん 力
いなかうどん りき

☎ 0285-51-1266 P19A1

ボリューム満点の昔ながらの手打ち田舎うどん
北海道産の小麦をやや粗めに削って
いるため、そばのような色があるの
は手打ち田舎うどんならでは。太く
てもっちりとした麺は味わい深い。
小盛でも通常の1人前はある。

K下古山1-1-18 kJR石橋駅
から徒歩10分 J11時～13
時30分、18 ～21時（売り
切 れ 次 第 閉 店 ） i日 曜 
p 20台

☎ 0285-53-0051 P19B2

明治40年創業の老舗の奥深い味を堪能
創業以来100年以上、石橋地区の人々に愛され続
けてきた老舗。気軽に入れて手頃な価格で昔なが
らの味が楽しめる。もりそば400円、鴨南蛮900
円、大根そば800円などが人気メニュー。
K石橋240-1 kJR石橋駅から徒歩2分 J11時30分～
14時、17時～20時30分 i不定休 p 3台

清水蕎麦屋
しみずそばや

o座敷席でくつろげそう
m小盛は約400g。
1200gの特盛まである

o冷たいつけ汁も付いている
から2種類の味わいが楽しめ
るm駅前の通りに面した老舗

☎ 0285-43-1028 P18C8

噛むほどに味わいが広がるモチモチ麺
しっかりしたコシを感じさせる麺は、噛む
ほどに小麦の風味が広がると評判。うどん
は全種類400gから1kgまでが選べる。麺
が温かいあつ盛も常連に人気が高い。
K笹原10-5 kJR自治医大駅から徒歩3分 J11
～21時 i無休 p 60台

手打ちうどん 田舎や
てうちうどん いなかや

m純和風の落ち着いた
雰囲気の店構えnつくね
のダシがしっかりきいた
熱いつけ汁がうまい！

う
ど
ん

&
そ
ば 大エビ天ぶっかけ1

100 円

豚ねぎうどん（小盛
）800 円

鴨せいろ900 円

ピリ辛つくねうどん
750 円

☎ 0285-53-0168☎ 0285-48-1129 ☎ 0285-53-0149
P19B2P18D8 P19B2

メンチカツ110円とコロッケ80円は、昭和35年創業
以来の人気商品。肉はやわらか＆衣はサクサクのと
り串は絶品。K石橋419-9 kJR石橋駅から徒歩4分 
J8時30分～19時30分 i日曜、祝日 p 2台

看板商品のバクダンとはメンチカツの真ん中にタマゴ
が入っていて、野球のボールほどの大きさ。鶏の胸肉
を使ったチキンカツ165円も。K田中683-54 kJR自治
医大駅から車で10分 J10～ 19時 i日曜、祝日 p4台

創業から60年以上愛される人気店。創業当時から栃
木県産の素材と油の鮮度にこだわる。玉子フライ（2
個1串）90円もおいしい。K石橋205-3 kJR石橋駅
から徒歩5分 J10 ～20時 i水曜 p 3台

たかはし肉店古谷精肉店 山口精肉店
たかはしにくてんふるやせいにくてん やまぐちせいにくてん

メンチ90円とり串 80円バクダン110 円
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