
いつも「かぶらや」をご贔屓頂きありがとうございます。 

鶏肉はなんといっても、材料の新鮮さが命です。 

私共は創業以来、隣の姉妹店平野屋より特選朝引き鶏の手ばらしを吟味し使用しています。 

鶏肉は、処理後８～12 時間以内が熟成もほどよく、 最も美味とされています。 

その「熟成期間」を経た、理想的な食べ頃の鶏肉を使ったオリジナリティーとバラエティーに富んだ 

鍋料理・一品料理・各種串焼き類です。当店の一番のこだわりです。 

価値を深めたこだわりの素材は、「信州ブランド黄金シャモ地鶏を使用」「地場産野菜を出来る限り使用」してい

ます。「特選朝引き鶏の手ばらし」製法もここにしかない味を追及してし「４時間かけたスープ」 

「低温調理」「鍋下味・タレ等無添加自家製」です。 

独自性「落ち着ける個室」「ちょっと洒落た手作り民芸調の佇まい」 

「東京で鶏専門店や鶏料理を修行のち実家鶏専門店で技を極める」「スタッフのフレンドリーな接客」など

です。 コロナ禍により見通し仕込みが出来ない状況です。そのためにご面倒をおかけしますが、 

少人数のご来店・テイクアウト(オードブル・お弁当・串焼等)には２日前までに☎でご予約をお願い致し

ます。どうぞ「かぶらや」ならではの味覚と、彩り合わせを心ゆくまでご賞味ください。PDF：かぶらや店

内・テイクアウトお食事メニュー  コロナ禍により見通し仕込みが出来ない状況です。そのためにご面倒

をおかけしますが、少人数のご来店・テイクアウト(オードブル・お弁当・串焼等)には１～２日前までに

☎でご予約をお願い致します。PDF：テイクアウト類メニュー価格一覧表白黒 Fax 用                                                          

 

店舗ご案内  コロナ禍により営業形態・時間帯の変更有                      21.3.1現在 

店名/電話 鶏鴨料理 かぶらや 0268-25-0015   

住所： 〒386-0012 上田市中央４丁目 18番 22号 信州（旧北国街道）上紺屋町 

開業・ 

社名由来： 

創業は昭和６０年４月に開店 

『鶏料理味も世一（与一）と評判はかぶら矢のごと鳴りひびくらむ』と 

故 弓道教士八段 柳原光春先生が称讃し、「かぶらや」と命名される。 

営業形態： 

■22年 6月 1日より平常営業に切替て行きますが、以前のように仕込みの量もよ

うすを見ながらフードロス(食品ロス)削減への取り組みを徹底し物価高を少しで

も抑えながら安定価格で提供していく所存です。ご理解をお願い申し上げます。 

■完全予約とは…ご会食・宴会でコース料理お一人様 3,500円より【税込価格】 

https://youtu.be/-Jg78CBQBQk
https://youtu.be/-Jg78CBQBQk
https://youtu.be/U4jwWYlre3Q
https://uedakaburaya.web.fc2.com/imag/pdf/menyu-itiran.pdf
https://uedakaburaya.web.fc2.com/imag/pdf/menyu-itiran.pdf
http://uedakaburaya.web.fc2.com/imag/pdf/teikusirokuro21.2.20.pdf
https://youtu.be/h72ixR6p0Ys


■要予約制とは…鍋物類・串焼類・揚げ物類等のお好みの品を予めご指定下さい

ませ。 

■席のみ指定予約はお受け出来ません。当日ご来店時にお確かめ下さい。 

予約なし(ウォークイン振り客/一見さん)は、お名前・連絡先等の記入のお願い。 

キャパオーバー・混雑時は三密によりお断りいたします。 

営業時間： 

要予約営業 17：00～22：00 最終入店時間：20 時半  

（ラストオーダー21:30）柔軟に対応  営業時間帯ご希望可  

※ご予約ない場合はテイクアウトのみで休業となります。 

■テイクアウトお渡し：16:00～19;00 迄ですが調整は可能です。テイクアウト・お

持ち帰り作り置きはしていませんので当日のご注文はお断り致します 

定休日： 

不定休 ※事前完全予約制（ご接待・ご会食・ご宴会等）によりご希望の時間帯も

営業可、お気軽にお問い合わせ下さい。席だけの予約は、当日以外はお受け出来

ません。 

※営業時間内でも、ご予約優先にて当日分の仕込み終わり次第閉店します。  

ご予約:  ご予約カレンダー予約状況   ご予約はお電話で  ※ SNS 系からはお受け出来ません 

お部屋：  

年内：完全予約制です。 

１Ｆ：カウンター３名様、 おしどりの間/座卓５, １４名様(貸切可)  

風見どりの間(個室)２名～７名様(電話予約優先)  

２Ｆ：めんどりの間１４名様/おんどりの間１４名様/ 

ひなどりの間 8名様、二階全室合計３５様位(完全予約制)  

ご接待・ご宴会に…お気軽にご利用ください。 

※新型コロナ禍により席数は半数となります。ご了承下さいませ。 

※店内禁煙 店舗入口左に吸殻入れ設置 

サービス券 

／ 

チケット 
                  

店内飲食 / 持ち帰り・テイクアウトサービス券   

クレジット 

カード：  
クレジットカード・Paypay・電子マネー等利用可 

ジャンル： 

日本料理/和食＞会席料理/割烹/料亭/小料理/和風居酒屋店＞鶏鴨料 

理＞鍋料理＞一品料理＞串料理＞創作料理＞薬膳料理＞野菜料理＞ 

テイクアウト＞信州ブランド黄金シャモすき焼き鍋・軍鶏鍋・水炊き 

かしわ鍋・鴨すき鍋・焼鳥・一品料理・アラカルト  動画 

駐車場： 10 台有り  

駅からの 

アクセス： 

駅からのアクセス 上田駅より、長野新幹線、しなの鉄道、別所線、 

しなの鉄道 ／ 上田駅 徒歩 15分（1.1km）  

タクシー…３分  

バス停からのアクセス 千曲バス 佐久上田線 八幡 徒歩 3分（170m）  

https://freecalend.com/open/mem106251
http://www7.ueda.ne.jp/~kaburaya/new/reserve.html
https://youtu.be/vW6cIm2OYDQ
https://youtu.be/yMhU7WkaZqA
https://video.fc2.com/account/me/video
https://blog-imgs-140-origin.fc2.com/u/e/d/uedasikaburaya/fc2-6.jpg
https://blog-imgs-140-origin.fc2.com/u/e/d/uedasikaburaya/img002_20200811191330818.jpg


上田市バス 上田市バス街地循環バス赤運行 八幡前 徒歩 3 分（200m）  

上田市バス 上田市バス街地循環バス赤運行 北大手 徒歩 4 分（270m） 

上田市の閑静な場所でひっそりと信州ブランド黄金軍鶏を提供する 

専門店かぶらやです。こんな場所です。 動画   

地図検索： Ｇｏｏｇｌｅ    マピオン  

車ルート 

検索：  
上信越自動車道 上田菅平 IC (3.6km) …8 分  地図検索 - NAVITIME 

HP・ブログ・

SNS 
 

   

 

     

新型コロナウイルス

の感染防止対策詳細

カテゴリ  

HP まとめ QR コード SNS 系まとめ QR コード かぶらやマップ PDF メニュー等 

 

新型コロナウイルス感染への対応についてのお知らせ 

お客様各位 

 

 平素より鶏鴨料理 かぶらやをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

事業を再開あたって、当店の実情に配慮して３密（密閉、密集、密接）を避け、 

手洗いなどの一般衛生管理の実施、人と人との間隔の確保等を通じて、お客様と従事者の安全・

安心を最優先に考え、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの間、日本フードサービス協会

のガイドラインを参考活用し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防に向けた取組を推進し

ながら、お客様ご協力を頂きながら共に感染防止強化を実施してまいります。 

大変なご不便をおかけ致しますが、なにとぞお力添えのほどよろしくお願い申し上げます。 

今後も必要な対応を実施してまいります。 

何かとご不便をおかけ致しますが、ご理解の程宜しくお願い致します。 

専門家会議が例示した「新しい生活様式」を日常生活のなかで心がけながら、 

お客様の安全及び公衆衛生を考慮し予防策として店内入口（風徐室）ドアノブ等の可能な限り 

アルコールにて消毒し、テイクアウト用調理時、マスク・手袋やフェイスガード等の着用して 

おります換気も 24 時間、常に行い厨房の空気の循環に衛生強化にも努めております。 

 

この度の新型コロナウイルスに罹患された方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一

日も早い回復と感染の終息を祈念いたします 

 

http://uedasikaburaya.blog.fc2.com/blog-entry-3545.html
https://youtu.be/h72ixR6p0Ys
https://www.google.com/maps/place/%E3%81%8B%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%84/@36.4018934,138.2527295,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6d5e999c57631170!8m2!3d36.406824!4d138.250691
https://www.mapion.co.jp/m2/36.40682192,138.25077114,16/poi=G6389581-001?n_start=%E4%B8%8A%E7%94%B0%E9%A7%85&n_end=%E9%B7%84%E9%B4%A8%E6%96%99%E7%90%86%EF%BC%88%E6%9C%89%EF%BC%89%E3%81%8B%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%84&n_end_lat=36.40682192&n_end_lon=138.25077114
http://ttps/www.navitime.co.jp/maps/routeSearch?lat=36.651177&lon=138.180853&type=carh
http://uedasikaburaya.blog.fc2.com/blog-category-40.html
http://uedasikaburaya.blog.fc2.com/blog-category-40.html
http://uedasikaburaya.blog.fc2.com/blog-category-40.html
https://uedakaburaya.web.fc2.com/imag/pdf/menyu-top.pdf
https://uedakaburaya.web.fc2.com/
http://www7.ueda.ne.jp/~kaburaya/new/index.html
http://www7.ueda.ne.jp/~kaburaya/sp/index.html
http://uedasikaburaya.blog.fc2.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=161GPY_ASRm5FAehmh5RCEZtofL6PuG_U&ll=36.40594324385192%2C138.2525363598022&z=17


新型コロナウイルス関連情報リンク 

     ▼首相官邸 ▼内閣官房 ▼内閣府 ▼厚生労働省 ▼経済産業省 

 

▼日本疫学会新型コロナウイルス関連情報  

▼内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 

▼新型コロナウイルス感染症対策本部  

▼新型コロナウイルス感染者数や NHK最新ニュース   

▼「新型コロナウイルス」 TBS NEWS 

▼JapaNews24 ～日本のニュースを 24時間配信 

▼新型コロナウイルス感染関連ニュース 

▼一般社団法人日本フードサービス協会 衛生対策 

▼日本政府公式 経済産業省 中小企業庁 

▼ＮＨＫ特設サイト新型コロナウイルス 

▼コロナ対策あなたが使える緊急支援自由民主党 

▼Yahoo! JAPAN-新型コロナウイルス感染症まとめ 

▼長野県・上田市・商工会議所  

▼信濃毎日新聞・長野県上田市 PR動画・東信ジャーナル・週刊上田 

 

【詳細 fc2 ブログおすすめカテゴリ】 

鷄鴨料理かぶらや営業お得情報 ｜ 営業予約状況カレンダー ｜かぶらやアクセス  

信州黄金シャモブランド地鶏 ｜ テイクアウトのお知らせ ｜ ご来店ありがとうございました 

新型コロナウイルス感染防止対策 ｜ 酒の四方山話 ｜ グルメレシピ・仕込み・調理例 

************************************************* 

           

   

今日の出来事 

                     

        

     

          

信州上田市の気になる関連記事話題 

                                 

【信濃毎日新聞・長野県上田市 PR動画・東信ジャーナル・週刊上田】             22.3.1 

 

 

鶏が集まる処に、噂のかぶらやあり！  

お近くへお越しの際にはぜひ一度お気軽にお立ち寄り下さい。  

「ひと時の癒し」をお膳立て致します。  

趣をそえ、心づくしのおもてなし、 

満足をお土産に…女将     

本日もお読みくださり有り難うございます(=^0^=)   

    また遊びに来てください！   

         明日も良い一日でありますよう…。   

                  続く…         
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