
※「けんちん」は期間限定があり、確認が必要です。

地区 そば店名 〒 住　所 TEL けんちん 定休日

金砂庵 313-0101 常陸太田市上宮河内町３２１－１ 0294-76-9907 つけ・かけ 木曜

そば工房 313-0102 常陸太田市赤土町２４０８ 0294-76-9000 つけ・かけ 水・年末年始

常陸太田市物産ｾﾝﾀｰこめ工房 313-0125 常陸太田市大里町４４０１－８ 0294-70-3333 かけ 年末年始

県 手打そば処　しま祢 313-0125 常陸太田市大里町３８５２－１ 0294-76-2134 つけ・かけ 火曜

登喜和家 313-0113 常陸太田市高柿町３４３ 0294-76-2330 つけ・かけ 日曜

金砂そば 313-0123 常陸太田市久米町１２０－１ 0294-76-0789 つけ・かけ 金曜

手打ちそば　赤土 313-0016 常陸太田市金井町１７８８－２ 0294-72-2008 つけ・かけ 水曜

竜神庵 313-0006 常陸太田市宮本町４６４－２ 0294-73-2888 つけ・かけ 金曜

上田屋 313-0006 常陸太田市宮本町３７６－２ 0294-72-8837 つけ・かけ 不定休

たかほし食堂 313-0004 常陸太田市馬場町５２７－１ 0294-72-0839 つけ・かけ 不定休

西山の郷　いっぷく亭 313-0007 常陸太田市新宿町１４３０－１４ 0294-72-8803 つけ・かけ 月（祝日営業翌日休）

そば処　越路 313-0041 常陸太田市稲木町１３９５－４ 0294-72-2333 つけ・かけ
月（祝日営業翌日休）

第４月・火連休

そば園　佐竹 313-0049 常陸太田市天神林町５－２０７ 0294-73-2288 つけ・かけ
火（祝日営業翌日休）

年始・盆

なか美 313-0049 常陸太田市天神林町８７０－１５１ 0294-72-4645 つけ 月曜・火曜

田季野 313-0048 常陸太田市藤田町１５２８－１ 0294-72-3043 つけ・かけ 年始

北 直売ｾﾝﾀｰさとの径 311-0325 常陸太田市里野宮町１１９５ 0294-72-8425 つけ・かけ 年始

そば処　いい友 313-0024 常陸太田市高貫町１４４６－４ 090-3335-7390 つけ 月～木曜

渋谷食堂 313-0023 常陸太田市亀作町５４２－４ 0294-74-4062 つけ・かけ 月曜

食べ物工房　”旬” 313-0042 常陸太田市磯部町１０００－４ 0294-72-0570 つけ 月～金曜

水府物産ｾﾝﾀｰ展望ﾚｽﾄﾗﾝ　森の風 313-0351 常陸太田市天下野町２１３３－６ 0294-87-0375 つけ なし

水府ふるさとｾﾝﾀｰ竜ちゃん乃湯　梅花亭313-0351 常陸太田市天下野町１６２９ 0294-87-0543 つけ
第２・４水曜

祝日営業翌日休

藤乃屋 313-0213 常陸太田市町田町４８－１ 0294-85-0068 かけ 土・日・祭日

藤ひろ 313-0222 常陸太田市松平町２１０－１ 0294-85-0913 つけ・かけ 月（祭日営業）

ＪＡ水府直売所「竜神そばの郷」 313-0222 常陸太田市松平町１５９ 0294-85-1130 かけ 年始

地 宝来館 313-0225 常陸太田市棚谷町１９５０ 0294-85-0114 つけ 不定休

ＪＡ常陸　里美直売所 311-0505 常陸太田市大中町８６６－１ 0294-82-3883 つけ・かけ 年始

里美古民家の宿　「荒蒔邸」 311-0505 常陸太田市大中町１５４７ 090-3914-5337 つけ 予約制（不定休）

さとみの郷　山桜直売所 311-0505 常陸太田市大中町３６５２－１ 0294-82-3178 無 なし

里美ふれあい館 311-0505 常陸太田市大中町３４１７－１ 0294-70-7131 つけ・かけ 木曜

道の駅　さとみ 311-0507 常陸太田市小菅町６９４－３ 0294-82-2100 無 1・2・3月の火曜

ゆみ野 311-0507 常陸太田市小菅町８００－１ 0294-82-3613 つけ・かけ 不定休

大菅温泉　元湯館 311-0508 常陸太田市大菅町２６１－１ 0294-82-2712 つけ・かけ なし

そば処　かねさん 313-0212 常陸太田市中染町２６７４ 0294-85-0467 つけ・かけ 木曜

道の駅ひたちおおた　そば処 夢玄 313-0044 常陸太田市下河合町1016 0294-85-6888 無 なし

域 手打ち蕎麦　花みずき 316-0024 日立市水木町１－４２９ 0294-53-1883かけ（つけ注文）月（祝日営業翌日休）

はぎ屋旅館 316-0024 日立市水木町１－１－１５ 0294-52-2522 無 なし

蕎麦ダイニング凛家 319-1224 日立市南高野町３－１５－１４ 0294-52-3739 無 日曜・第３月曜

手打ちそば処　暁山 319-1416 日立市田尻町２－７－１１ 0294-42-4981 無 月～金曜

蕎麦処　渓屋（たにや） 319-1301 日立市十王町伊師１７５５－３８ 0294-87-6533 つけ・かけ 月曜

蕎麦処まち庵 317-0073 日立市幸町1-1-3 0294-33-8838 つけ・かけ 日曜

たつご　そば 318-0013 高萩市高浜町３－９ 0293-23-4348 つけ・かけ 月曜（第2･4火曜）

そば道場　さくら野 319-1538 北茨城市華川町小豆畑１１３８ 0293-42-3306 無
月・火曜

祝日営業翌日休

みわふるさと館北斗星（北斗庵） 319-2603 常陸大宮市鷲子２７２ 0295-58-3939 つけ・かけ 月（祝日営業翌日休）

物産センター　かざぐるま 319-2411 常陸大宮市小舟２８１０－１ 0295-56-3880かけ（つけ注文） 第３水曜

美和ささの湯　お食事処天の川 319-2513 常陸大宮市氷之沢３１３９ 0295-58-3803 かけ 月曜

そば処　しんすい庵 319-2201 常陸大宮市辰ﾉ口１３３９－２ 0295-52-1583 つけ・かけ 月曜

道の駅　常陸大宮 319-2211 常陸大宮市岩崎７１７番１ 0295-58-5038 つけ・かけ 原則年中無休

そば家　麦藁 319-3111 常陸大宮市山方９５６－１ 0295-51-3109 つけ・かけ 月（祝日の時火曜）

JA常陸　特産物直売所奥久慈 319-3361 久慈郡大子町頃藤３８５３ 0295-74-1435 かけ 火曜

大円地山荘 319-3361 久慈郡大子町頃藤２２１１ 0295-74-0370 つけ・かけ 月（祝日営業翌日休）

そば処　ますこ庵 319-3512 久慈郡大子町小生瀬２８７８－６ 0295-76-1028 つけ・かけ 水曜

44/52 昔　屋 319-3523 久慈郡大子町袋田１７８ 0295-72-3201 つけ・かけ 不定休
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地区 そば店名 〒 住　所 TEL けんちん 定休日

手打そば満志粉 312-0002 ひたちなか市高野３２６７ 029-285-0031 つけ・かけ 月曜

そば房　さわ 312-0001 ひたちなか市佐和２２４５－２ 029-202-0453かけ（つけ注文） 木曜

そば処　いなり庵 312-0032 ひたちなか市津田１９４２－１ 029-275-0195 つけ・かけ 不定休

生そば処　ちおん 311-1252 ひたちなか市部田野３６８８－１ 029-263-7037 つけ・かけ 水曜

そば処　市川 311-1206 ひたちなか市西十三奉行１１６９４－２ 029-265-7000 無 木曜・第１水曜

そば竹 312-0021 ひたちなか市三反田２９４９－６ 029-265-7000 つけ・かけ 火曜日

花月庵　中原店 312-0027 ひたちなか市勝田中原町２－４ 029-273-2626 つけ・かけ 火曜日の夜

そばくら 312-0062 ひたちなか市高場１６０８－２ 029-229-2020 つけ・かけ 木曜日

手打蕎麦　だぼう 311-0114 那珂市東木倉８５５－３ 029-295-6386 つけ・かけ 水（祝日営業翌日休）

ふじ庄 311-0134 那珂市飯田１６３５－２ 029-295-0473 つけ・かけ 火曜

茶店　一休 311-0134 那珂市飯田３３９９－３ 029-353-1078 つけ 水曜

蔵＋蕎麦　な嘉屋（木内酒造） 311-0133 那珂市鴻巣１２５７ 029-298-0105 つけ 不定休

石臼自家製粉蕎麦　三六庵 311-0105 那珂市菅谷４５７０－３ 029-219-9899 つけ 日曜

県 蕎麦　五楽亭 311-0111 那珂市後台１２５０－８ 029-298-6618 つけ・かけ 不定休

大和屋 310-0852 水戸市笠原町９７８－３５ 029-243-4538 つけ・かけ 日・祭日

如意輪寺庵支店 310-0852 水戸市笠原町９５０－６ 029-243-0139 かけ 水曜

そば紀　 310-0852 水戸市笠原町１２２９－８ 029-244-7822 つけ・かけ 月・火の夜、年末

江戸前そば処　玄喜 310-0847 水戸市米沢町３６２－１ 029-247-1977 つけ・かけ 月曜

元禄庵 310-0845 水戸市吉沢町４１５－３ 029-246-2370 かけ 日曜

蕎麦一 310-0844 水戸市住吉町１０３ 029-247-3799 つけ・かけ 日曜

うち田 310-0844 水戸市住吉町１４－１５ 029-291-6989 つけ・かけ 不定休

そばいち 310-0853 水戸市平須町１７９８ 029-241-0755 つけ・かけ 火曜

そば吉 311-4154 水戸市萱場町５０３－１ 029-251-8660 つけ・かけ 金曜

そば居酒屋　わんかよ 310-0805 水戸市中央2-8-41幸栄ﾋﾞﾙ１F 029-221-0156 つけ・かけ 不定休

央 駅南　吾妻庵 310-0803 水戸市城南１－６－１５ 029-227-1678 無 日・祝日

常陸之國もんどころ水戸駅南店 310-0803 水戸市城南１－３－２ 029-232-3438 無 無休

常陸之國もんどころ水戸ｻｳｽﾀﾜｰ店 310-0015 水戸市宮町１－７－３３　水戸ｻｳｽﾀﾜｰ11階 029-224-6454 無 無休

一九庵 310-0903 水戸市堀町７４８－３ 029-253-1919 つけ・かけ 火曜

俺の台所　仲 310-0903 水戸市堀町９７６－１１－１０５ 029-246-6212 つけ・かけ 土・日曜

美幸家 310-0041 水戸市上水戸４－６－３０ 090-3246-1511 なし 月・火・祝日

白河そば店 310-0912 水戸市見川３－７２０－１ 029-241-1289 かけ 火曜

ともえ川 310-0912 水戸市見川２－６９－５ 029-243-4770 つけ・かけ 第２・４木曜

髙倉屋 311-4152 水戸市河和田２－２１２２－７ 029-252-6661 つけ・かけ 木曜

そば処　尾張屋 311-4143 水戸市大塚町１６５５－１ 029-254-7080 かけ 月（祝日営業翌日休）

与三郎庵 311-4165 水戸市木葉下町１０１６－１ 029-252-4360 つけ・かけ 火（祭日営業）

水府庵 310-0013 水戸市若宮１－５－６３ 029-221-6329 つけ・かけ 月曜

そばまさ 310-0813 水戸市浜田１－２－４６ 029-231-7398 つけ・かけ 木曜

東前　田舎そば 311-1132 水戸市東前町１４７０－１１２ 029-269-3482 つけ・かけ 月（祝日営業翌日休）

そば処　はた実 319-0323 水戸市鯉渕町５１３７－９ 029-259-5923 なし 月～木曜

和ばる＆ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｰ　ちぁーず 310-0841 水戸市酒門町3322-1 ｳｨﾝｸﾞ104 029-303-8977 なし 火曜

蕎麦処まち庵エクセル店 310-0015 水戸市宮町１－７－３１ 029-291-8738 なし なし

蕎麦居酒屋まち庵銀杏坂店 310-0015 水戸市宮町２－４－３４ 029-297-6688 なし 日曜

ビオ・ハーヴェスト 310-0803 水戸市城南１－８－１５ 029-246-6111 なし 日曜

手打そば　常陸屋 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町９８９ 029-267-2255 つけ・かけ 水曜

そばかふぇ　粉幸 311-1311 東茨城郡大洗町大貫９５１２－７ 029-267-7196 かけ 月曜

そば吉　木部店 311-3151 東茨城郡茨城町木部１８８４－２０ 029-291-1198 つけ・かけ 金曜

地 しなの 311-3107 東茨城郡茨城町小鶴１９６７ 029-292-6955 つけ・かけ 日曜

麺工房　夢想庵 311-3122 東茨城郡茨城町上石崎５９４７－２ 029-291-6801 無 水曜

大黒家 311-3156 東茨城郡茨城町奥谷４７－３ 029-292-0070 かけ 不定休



手打そば　匠庵 311-3114 東茨城郡茨城町大戸3445-32 029-292-6600 無 木曜・第3水曜

そば処　串政 311-4303 東茨城郡城里町石塚２３４５－８ 029-288-3715 かけ 不定休

とんとん 311-4303 東茨城郡城里町石塚１４１７ 029-288-4153 つけ・かけ 隔週木曜

道の駅かつら 311-4341 東茨城郡城里町御前山３７ 029-289-2334 つけ・かけ なし

おらがそば　そばよし本店 319-0106 小美玉市堅倉１６０６－１１ 0299-48-1025 つけ・かけ 月曜

丸嶋 309-1621 笠間市手越　７ 0296-72-4325 かけ 火曜

そば処　つたや 309-1611 笠間市笠間１２７９ 0296-72-0055 無 不定休

紅葉亭 309-1615 笠間市金井１１－７ 0296-72-3942 無 不定休

そば処　三之助 309-1606 笠間市日沢５６０－１ 0296-73-0177 つけ 木・金曜

石挽きそば家　尚庵 309-1613 笠間市石井１８０３－１ 0296-72-5676 無 水曜

域 笠間ｸﾗｲﾝｶﾞﾙﾃﾝ「そば処」 309-1633 笠間市本戸４２５８ 0296-70-3022 つけ・かけ 月曜

出雲館 309-1634 笠間市福原２０７６ 0296-74-2948 無 水（祝日営業翌日休）

そば処　井がわ 309-1634 笠間市福原２１２４－３ 0296-74-4157 つけ・かけ 火曜

そば処　なが井 309-1736 笠間市八雲１－３－６ 0296-77-0160 つけ・かけ 日曜

そば処　一休庵 309-1722 笠間市平町１２４８－２ 0296-78-1937 つけ 水曜

手打ち蕎麦　たいら 309-1722 笠間市平町１７８３－５ 0296-78-0116 つけ 火曜・第３水曜

そば処　のざわ 309-1635 笠間市稲田１４１４ 0296-74-3876 つけ・かけ 水曜

常磐道友部ＳＡ（下り）常陸庵 309-1712 笠間市長兎路梶山久保１０５１－３ 0296-77-8600 つけ・かけ なし

57/68 てっぺん 309-1725 笠間市南小泉１７１９ 0296-77-8787 つけ・かけ なし

地区 そば店名 〒 住　所 TEL けんちん 定休日

村屋東亭 311-1504 鉾田市安房１４１８ 0291-32-3173 つけ・かけ 水曜

鹿 栃木屋　（旧・美蕎移転） 311-3811 行方市四鹿４７６－２ 0299-73-2293 無 月曜

行 一休 314-0031 鹿嶋市宮中２３０６－１（鹿島神宮境内） 0299-82-4393 無 不定休

地 膳所 314-0036 鹿嶋市大船津３４１７ 0299-83-7337 かけ 月曜

域 手打ちそば　孫市 314-0132 神栖市筒井１４２２－１０ 0299-92-8878 つけ・かけ 火曜

手打蕎麦・切麦　京七 314-0256 神栖市若松中央１－７３２－８３ 0479-46-6123 無 日曜

手打蕎麦　ほそだ 314-0145 神栖市平泉東２－１１－２ 0299-92-1674 かけ 火曜

そば処　砂場 314-0115 神栖市知手１７６－６ 0299-96-5615 つけ・かけ 火曜

手打ち蕎麦　ﾛﾝﾛﾝしいなや 311-2424 潮来市潮来９７５－１ 0299-63-1669 つけ・かけ 火曜

つか本そば店 311-2424 潮来市潮来１８９ 0299-62-3212 無 水曜

7/11店 水車 311-3832 行方市麻生４０１－１ 0299-72-0057 かけ 火曜

そば　おがわ 305-0067 つくば市館野４７３－１ 090-3007-9161 無 月～金（平日予約）

手打そば　佐賀藩天山荘 305-0024 つくば市倉掛１７６９－７ 029-851-5167 無 月曜

手打ち　蕎麦一 305-0032 つくば市竹園2-7-27　INOﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1F 029-855-6156 無 火曜

常陸之國もんどころつくばﾃﾞｲｽﾞﾀｳﾝ店 305-0032 つくば市竹園1-9-2ﾃﾞｲｽﾞﾀｳﾝ１階 050-5797-4552 無 無休

手打ちそば　梁 300-2642 つくば市高野３８７－３ 090-7703-3232 つけ 火曜

谷田部東店（上り線） 305-076 つくば市新牧田２６３－２ 029-838-1534 無し 無

一扇 300-2353 つくばみらい市小張４０８７－１５ 0297-58-0138 無 月曜

県 御食事処　朝日屋 300-0625 稲敷市須賀津２７９－１ 029-894-2116 無 不定休

大名本陣 300-0522 稲敷市蒲ヶ山３１６－８ 029-892-0070 無 水曜・第3木曜

あたりや食堂 300-0413 稲敷郡美浦村大谷１６２１－１ 029-885-2016 かけ 火曜

いさ美庵 300-0428 稲敷郡美浦村舟子１９８５－１ 029-885-3752 かけ 木曜

常陸秋そば信太の里 300-0333 稲敷郡阿見町若栗２６７５－２ 029-887-2508 つけ 月曜～木曜（祭日）

そば処　しのぶあん 300-0334 稲敷郡阿見町鈴木５－４ 029-888-1018 つけ・かけ 月曜

味わいそば　大名 300-1155 稲敷郡阿見町吉原５７６－３ 029-889-2616 無 水曜、第2・4木曜

そばの池田屋 301-0004 龍ヶ崎市馴馬町５１０ 0297-62-2730 かけ 水曜

そば茶屋　楽花亭 300-1214 牛久市女化町４５１番地 029-872-7001 つけ・かけ 水曜(祝日営業）

南 ひたちの苑 315-0067 かすみがうら市下佐谷１１０５－２ 0299-59-2903 つけ・かけ 水曜

農協そば 315-0052 かすみがうら市下稲吉２６３３－１ 0299-37-7502 つけ・かけ 月曜

御野立庵 315-0075 かすみがうら市中志筑１５７１－１ 0299-２３-5000 つけ・かけ 月曜・第３火曜

一　両 315-0057 かすみがうら市上土田５４－３ 0299-59-3487 無 木曜



JA土浦　そば処まほら庵 300-4115 土浦市藤沢５１４－１ 029-862-3573かけ（つけ注文） 水曜

大志庵 300-4103 土浦市大志戸７１２－１ 029-862-3449 つけ・かけ 木曜

こまち麺亭 300-4108 土浦市小野４８６－１ 090-4006-4195 無 木・金曜

そば処「小町庵」 300-4108 土浦市小野４９１ 029-862-1026 つけ・かけ 月曜

地 筑山亭　かすみの里 300-0028 土浦市おおつ野７丁目５－１ 029-869-8170 かけ 水曜

手打そば・うどん　甚八 315-0131 石岡市下林３１８ 0299-43-6270 かけ 月曜

手打そば処　中津川 315-0157 石岡市上曽１０８０－１ 0299-44-1017 かけ 月曜

季節料理　おにざわ 315-0155 石岡市小幡３２２２ 0299-42-4195 かけ 月曜

ﾌｧﾐﾘｰﾗﾝﾄﾞ　筑波園 315-0155 石岡市小幡２１１９－３３ 0299-42-4003 無 火曜

域 丸味食堂 315-0116 石岡市柿岡３３３８－３ 0299-43-0124 かけ 水曜

そば処　山居 315-0143 石岡市柴内１９４－１ 0299-42-4455 無 月曜・金曜

そば処　楓 315-0132 石岡市根小屋新田１１５２ 0299-43-3488 無 火曜/第２・第４水曜

手うちそば処　麓 315-0132 石岡市根小屋８２９－１ 0299-43-0598 つけ
木曜・第二日曜

第４水曜

JAやさと「里の四季」園部直売所 315-0123 石岡市宮ヶ崎４７２－２ 0299-46-6479 つけ・かけ 水曜

宴処　山平 315-0014 石岡市国府１－２－７ 0299-23-2525 無 水曜

泰旬庵　そば　風 315-0157 石岡市上層７６１－３ 0299-43-0867 無 水曜、木曜

そば工房　田なべ 315-0102 石岡市太田１７０７－２ 0299-56-7022 無 月曜

21/38 そば処 手打 心 芯 315-0042 石岡市茨城１－１７－２ 070-4061-7031 つけ・かけ 月曜・火曜

やぶそば 309-1223 桜川市鍬田６２６－２７ 0296-75-3465 つけ・かけ 月曜

県 めん工房　ほさか 309-1212 桜川市富士見台２－２１－２ 0296-76-3339 つけ・かけ 不定休

いきいき里山　友蕎庵 309-1232 桜川市大曽根１５４０ 090-1118-9795 無 予約制（昼食のみ）

麺工房　秋田 309-1216 桜川市明日香１－５０ 0296-73-5518 つけ・かけ 木曜

手打ちそば・うどん　あじさい 309-1453 桜川市友部１０３７－２ 0296-76-2088 つけ・かけ 火曜

西 そば処朋 308-0847 筑西市玉戸９８７－１７ 090-8816-8654 無 水曜・第２日曜

純手打そば　松栄庵 308-0821 筑西市成田６７２ 0296-48-8277 つけ・かけ 木曜

そば　つけそば　大山 308-0853 筑西市伊讃美７２２－５ 0296-22-5178 無 不定休

あけのアグリショップ 300-4523 筑西市宮山５０４ 0296-52-6052 かけ 第４水曜

道の駅しもつま「そば打ちめいじん亭」 304-0016 下妻市数須１４０ 0296-30-5294 つけ・かけ なし

地 そば切り　やすべえ 304-0028 下妻市下木戸128-4 0296-56-9162 つけ・かけ 月曜夜・火曜

道の駅「ごか」　ﾚｽﾄﾗﾝ華こぶし 306-0304 猿島郡五霞町大字幸主１８－１ 0280-84-1000 かけ
第１、第３月曜

祝日営業翌日休

域 志な乃 303-0005 常総市水海道森下町４３４６－１ 0297-23-1166 つけ・かけ 水曜（火・昼のみ）

農家レストラン　どんぐりてい 306-0607 坂東市弓田２８９－２ 0297-35-2240 つけ・かけ 月・火・水曜

つるみそば 306-0504 坂東市生子２９４７－２ 0297-88-0494 かけ 木曜

生そば・中華　滝の屋 306-0642 坂東市長谷９１０－３６ 0297-35-2604 かけ 木曜

いわい更科 306-0615 坂東市大口２８２６－１ 0297-39-2569 かけ 毎月第1月曜日

手碾十割蕎麦　Ｚ庵 307-0001 結城市結城８６８０－１６ 0296-33-1725 無 日曜

そば処きらく 307-0001 結城市結城６０４７－９ 0296-33-3362 無 火曜

ニューうき舟 307-0001 結城市結城６９４４－４ 0296-32-6684 無 日曜・祝日

純手打そば　峰本 300-3572 結城郡八千代町菅谷１０４６－１５ 0296-49-3200 つけ・かけ 火曜

並木会館 306-0112 古河市東山田４１５２－１ 0280-78-1120 無 月曜

 16/23 福乃家 306-0504 古河市駒羽根７１２－７ 0280-92-1311 かけ 火曜

地区 そば店名 〒 住　所 TEL けんちん 定休日

食彩館　やまぼうし 922-0139 石川県加賀市山中温泉菅谷町へ２２５－１ 0761-78-0051 かけ 年末年始

蕎麦切り　稲おか 326-0823 栃木県足利市朝倉町二丁目１１－８ 0284-73-2323 無 火曜・月曜夜

県 手打そば　吟 187-0041 東京都小平市美園町２－９－７ 042-344-7732 かけ 月曜

食彩さらり 116-0001 東京都荒川区町屋１－１９－４ 03-3894-2266 無 土曜

手打ちそば　紀庵 112-0002 東京都文京区小石川５－３５－１１ 03-5689-0055かけ（つけ注文） 日曜

小松庵総本家 170-0003 東京都豊島区駒込３－３－２１ 03-3917-2536 無 無休

そば処　玄庵 124-0013 東京都葛飾区東立石３－２４－８ 03-3694-1241 無 火（祭日営業）

そば処　田ぶち 182-0007 東京都調布市菊野台２－５１－５ 042-482-4591 無 木曜・第3日曜

舞　　扇 112-0002 東京都文京区小石川２－７－２ 03-3816-8633 無 日曜・祝日

142/191



有限会社　むさし乃 173-0004 東京都板橋区板橋３－１９－７ 03-3961-2775 無 水曜日

手打そば　松月庵 272-0804 千葉県市川市南大野２－７－３ 047-339-2019 無 水曜

「日替りｼｪﾌの店さくらそう」寝床庵 284-0003 千葉県四街道市鹿渡９３３－１３６ 043-422-1366 無 営業第２・第４土曜

手打ち　そば玄 270-1164 千葉県我孫子市つくし野７丁目１６の６ 047-182-5202 無 木曜

手打蕎麦　きみ吉 270-1151 千葉県我孫子市本町２－５－８ 047-175-2365 無 水曜

お食事処　ささもと 289-2114 千葉県匝瑳市上谷中２２３８－８ 0479-72-1159 つけ・かけ 水曜

手打蕎麦　吾城屋 277-0913 千葉県柏市五條谷３２－４ 04-7191-7658 無 水曜

そば茶屋　和久 289-0343 千葉県香取市山川２５９ 0478-82-8109 無 火曜

Ｃａｆｅ　れもん 272-0136 千葉県市川市新浜１－５－１０ 047-395-4519 無 日曜

そば処　萬平屋 288-0868 千葉県銚子市塚本町２１６－１ 0479-33-1515 無 木曜

甚五郎 283-0823 千葉県東金市山田１１３３－１０３ 0475-53-2713 無 火曜

手打蕎麦　天徳 341-0043 埼玉県三郷市栄５－６３－２ 048-952-1414 無 火曜

手打蕎麦　ぐらの 356-0053 埼玉県ふじみ野市大井８１６－４ 049-264-0337 無 火曜

蕎麦匠　ほりた 344-0063 埼玉県春日部市緑町３－４－５７ 048-736-3872 無 水曜

うどん、そば　味彩 360-0001 埼玉県熊谷市上中条１４３９－１ 048-522-3133 無 木曜

伊豆はる 343-0807 埼玉県越谷市赤山町１－１６６－１ 048-966-9949 無 木曜

志な乃 234-0052 神奈川県横浜市中区住吉町３－３１ 0456-81-4055 無 木曜

手打そば　直 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡5-17-11　　　ｴｲﾎﾟｰﾙ0456-81-4055 無 水曜、第2・第3火曜

Ｃａｆｅ　and　Ｄｉｎｉｎｇ　蕎麦廣 405-0011 山梨県山梨市三か所３３－１ 0553-22-0185 無 第2・4・日曜・月曜

蕎麦　雪月花 427-0022 静岡県島田市本通２－３－４ 0547-35-5241 無 月曜・第３火曜

手打ち　おとわ 410-2114 静岡県伊豆の国市南條747-1 055-949-1436 無 水曜

小　松　家 520-0861 滋賀県大津市石山寺３－１－１７ 077-537-0129 無 不定休

外 力　餅 557-0045 大阪府大阪市西成区玉出西２－１－３ 06-6651-5294 無 水曜

出入橋　助六 530-0003 大阪府大阪市北区堂島３－２－４ 06-6341-0767 無 日・祭日

そば　縁（えに） 585-0051 大阪府南河内郡千早赤阪村千早747番地 0721-74-0013 無 水・木・金曜日

本格手打蕎麦　蕎 麦 惣 884-0003 宮崎県児湯郡高鍋町高鍋９３２ 0983-35-3318 無 月曜日

4/36店 十割手打ちそば　和さ田 838-1506 福岡県朝倉市杷木林田１１２５－３ 0946-62-2288 無 木曜

１４８/２２８店


