足利冬物語連携事業 【特別公開】秘蔵刀剣「景國」「清光」「安定」特別展示

協力店舗一覧表（お食事）
足利市役所
店舗名

店舗所在地

営業時間

商工振興課作成（平成30年2月9日現在）

定休日（曜日）

サービス内容等

連絡先

0284‐43‐0731

手もみそば いけもり

宮北町１－２

11:00～15:00
17:00～20:00

月曜日（夜）
火曜日

なべ焼きうどん又はひもかわ
（もちの尻足利冬物語ver付き）
1,120円（税込み）
※入口に置いてある注文札を
注文時にお渡し下さい

中華料理 金竜

伊勢町２丁目４－２９

11:30～14:00
17:00～21:00
（L.O.20:30）

木曜日

秘蔵刀剣セット（ソフトドリンク1杯サービス）

0284‐41‐2636

菊屋支店

伊勢町3丁目9‐11

11:00～19:30
※月曜日は16:00ま
で

なし

・秘刀蕎麦／うどん
・史跡足利学校入学証提示で食事をした
方、粗品をサービス

0284‐41‐5202

麺や松

伊勢町１丁目２－１
両毛ビル１Ｆ

11:30～14:00
16:30～21:00
11:30～14:00
17:30～21:30（日曜
日のみ21:00まで）

光楽菜館

伊勢町３丁目１－４

勉強亭本店

伊勢町３丁目２－３

門前そば きくや本店

家富町２－４

※ただしそば売切次第
終了

レストラン ロイアル

有楽町８３７

11:00～19:00（L.O.）

11:30～14:30
17:00～21:00
11:00～15:00

備考

かしゅう

日曜日

辛州味噌らーめん 850円

0284‐43‐2117

味噌山姥切叉焼麺 1,050円

月曜日

刀剣餃子 復活！

0284‐41‐5465

火曜日

剣ｃｈｉｎ定食 1,000円

0284‐42‐4907

水曜日（祝日の
場合は営業）

刀剣大海老天もりそば

0284‐41‐2818

・ロイアル特製クリーム安光（あんみつ）
月曜日（祝日の
・史跡足利学校入学証を提示し、食事をご
場合は翌日）
注文された方、ドリンクバーを無料サービス

水曜日

・秘蔵刀剣天もりそば（うどん）デザート付 1,350円
（天ぷらはエビ、イカ、鳥ささみの３振り）
・史跡足利学校入学証を提示し、食事をした方、ソ
フトドリンク1杯サービス
先祖は棒術師範です。今はこん棒から麺棒に変わ
り、そばを打っています。

0284‐41‐1823

0284‐44‐1183

展示期間中の時期
は、当店駐車場
に、黄色・赤色のマ
ンサクの花が咲き
満開になります。

手打そば 八蔵

利保町１丁目４６－８

11:30～14:00
17:00～19:30

あしかが逸品堂

通１丁目２７０２

11:00～15:00

月曜日

期間限定オリジナルメニュー
刀剣棒

090‐1420‐8595

2月3日（土）
2月4日（日）
臨時休業

日本料理 蝶や

通２丁目２６５２

11:30～14:00
17:00～20:30

水曜日

山姥切！栃木和牛のたたき丼（ローストビー
フ仕立て） 1,200円（税別）

0284‐41‐2456

撮影スポット有
（あしかが暦めぐ
り）

・にしんそば（相田みつを風）改め「刀剣にしんそ
ば」。全国からたくさんの方が食べにくる。つい最近
火曜日（祝日の もＴＶに登場した名物にしんそばを刀剣風にしまし
た。老舗ならではの歴史を感じながらお楽しみ下さ
場合は営業） い
・史跡足利学校入学証提示で、「水わらびもち」を
サービス

0284‐41‐2322

通２丁目２６５９

11:00～
売切次第終了

和食・釜めし
銀釜

通２丁目２６２７

11:30～14:00（L.O.）
16:30～20:30（L.O.）

bar mood indigo

通２丁目４－３

ゆずかろ亭

大門通２３８１－１

銀丸本店

昌平町２３５９

鳥常分店

雪輪町２４８５

相田みつをゆかりの店
めん割烹 なか川

水曜日

・蜻蛉切ドリア釜めし（アイス大福付） 1,500
円（税込）
・蜻蛉切ドリア釜めし（アイス大福付）と三名
槍焼鳥の誉セット 1,800円（税込）

0284‐21‐2657

18:00～25:00

火曜日

・オリジナルカクテル記念セット
・史跡足利学校入学証提示で10％OFF

0284‐21‐3030

11:00～20:00

なし

膳料理注文の方に
ミニデザートサービス

0284‐42‐3630

11:00～22:00

月曜日

史跡足利学校入学証提示で、ソフトドリンク1
杯をサービス

0284‐43‐8877

水曜日

お食事の方、ソフトドリンク１杯サービス

0284‐21‐2086

※変動する可能性有り

11:30～14:00
16:30～19:30

※サービス内容は変更になる場合があります。

撮影スポット有
（あしかが暦めぐ
り）

店舗名

店舗所在地

営業時間

定休日（曜日）

サービス内容等

連絡先

もっくもっく

巴町２５４０

14:00～23:00

月曜日

史跡足利学校入学証を提示し、食事をご注
文された方に、ソフトドリンク1杯サービス

0284‐82‐9217

通３丁目２５８９
足利織物会館１階

11:30～14:00
18:30～21:00
※土日祝日は17:00
から営業

不定休
※twitterで
告知します

刀剣天重＆そばセット（甘味付）1,250円

0284‐21‐3577

九一そば 第一立花

通６丁目３２２２

11:00～15:00
17:00～20:00

水曜日（夜の部）

史跡足利学校入学証提示で食事をした方、
粗品をサービス

0284‐22‐0505

本町レストラン
大吉

緑町１丁目３３３８－１

11:00～14:00
17:00～20:00

火曜日
月末の月曜日

デザートサービス

0284‐21‐5533

変な焼きそば屋
Takenoko

五十部町５０２－１
シオンレジデンス1階

11:00～1７:00
※売切次第終了

第１月曜日
火曜日

展示期間中、当店保有の刀剣を、店内で展
示致します。

0284‐21‐5152

花にかこまれて
ガーデンカフェ南の麦

八幡町２４５‐１

11:30～18:00

月曜日
火曜日

・復活！！刀剣ナッツ＆クランベリー
（あしナビでも販売致します）
・極上！！あんみつ（安光）フレンチトースト

0284‐71‐4764

火曜日

史跡足利学校入学証提示で食事をした方、
アイスクリームサービス

0284‐7３‐2323

Ｎｅｗ！
そば処 十勝屋支店

蕎麦切り 稲おか

11:30～17:00
朝倉町二丁目11‐28 ※土日祝日は19:00
まで

第2木曜日

並木やぶそば堀江店

梁田町５３５

11:30～14:00
17:00～19:30

水曜日夜
木曜日

史跡足利学校入学証提示で食事をした方、
粗品をサービス

0284‐71‐2907

手打蕎麦 はつがい

堀込町１２４‐１

11:30～14:00
17:00～20:00

木曜日

史跡足利学校入学証提示で食事をした方、
ウーロン茶1杯サービス

0284‐72‐5108

味のめん処 喜八

上渋垂町1250‐1

11:00～21:00

火曜日

史跡足利学校入学証を提示し、食事をした
方、ソフトドリンク1杯サービス

0284‐70‐6721

※サービス内容は変更になる場合があります。

備考

2月12日（月）
2月17日（土）
昼のみ営業

