
お家で、『お店ごはん』しませんか？
おいしいものを食べて免疫力UP！

内海

弁当 オードブル 寿司 中華 サンドイッチ カレー コロッケ ピザ

おにぎり 焼きそば お好み焼 うなぎ 丼 パスタ 豚かつ

市外局番（0569）

南知多テイクアウト一覧
事前にご予約
くださいね！

魚半 日吉苑

電話 62-2088
住所 内海揚西40-55

①単品メニューお持ち帰り可能
大アサリ焼670円～
他：海老フライ･ﾜﾀﾘｶﾞﾆ･焼魚など

②1個～

知多牛工房 牛小屋

電話 090-4117-5610
住所 内海風呂谷3-3

①牛すじカレー610円
他：知多牛精肉販売しています

②1個～

I’s covo

電話 77-3939
住所 内海長城21-8

①弁当600円～
他：サンドイッチなど

②1個～

BOBO’KITCHEN

電話 89-7550
住所 内海先苅196-2 1F

①からあげ弁当550円～
ピザ980円～

②1個～

海の幸 魚虎

電話 62-0395
住所 内海中之郷112-3

①弁当1080円～
他：ジャコ丼など700円～

②1個～（弁当は5個～）

三晴楼

電話 62-0062
住所 内海亥新田2-1

①選べる単品おかず500円
(+100円でライス追加可)
みそかつ・チキン南蛮・煮物など
他：オードブル、うなぎ

②1個～

中華料理 やまはん

電話 62-0809
住所 内海亥新田54-1

①弁当700円～
他：オードブル、中華料理など
ラーメン類以外お持ち帰り可能

②5個～

深海

電話 62-3113
住所 内海一色107-1

①からあげ弁当500円～
オードブル2980円～ 寿司1000円～

②1個～

地場鮮魚 小枡園

電話 62-3400
住所 内海小桝95-1

①弁当1944円～
他：単品料理、オードブル

②1個～

味工房 大徳

電話 62-2262
住所 内海小桝70

①弁当1080円～
他：オードブル

②1個～

①メニュー・金額 ②最小注文個数
掲載店舗募集中！
お気軽にご連絡ください♪
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制作：南知多町観光協会



山海

市外局番（0569）

MARUHA RESORT
まるはドライブイン内海店

電話 64-0333
住所 山海高峯9-1

①弁当一律1458円
他：クロワッサンなど

②1個～

お食事 十一家

電話 62-1511
住所 山海荒布越150-3

①弁当700円～
他：カレーライス､
オムライス､オードブルなど

②1個～

東屋

電話 65-0711
住所 豊浜東之浦10

①弁当1000円～
他：オードブル、寿司

②1個～

南京飯店

電話 65-1360
住所 豊浜月之浦1−23

①日替わり弁当700円～
他：中華料理

②1個～

南知多 田中屋旅館

電話 65-0146
住所 豊浜打合4−27

①弁当800～3000円
オードブル3000・4000・5000円

②1個～

ひさや

電話 63-2340
住所 師崎林崎125

①弁当600円～
他：おにぎりなど

②1個～

大友

電話 63-0266
住所 片名新師崎7-4

①弁当1000円～
他：オードブル、茹でだこなど

②1個～

食事処 かねだい

電話 63-0670
住所 片名新師崎7-8

①弁当1620円～
オードブル2160円～

②2個～

満ちゃん

電話 63-1840
住所 大井南側61

①餃子350円、炒飯450円など
オードブル2000円より(要相談)

②1個～

ｶﾌｪﾚｽﾄYamabiko

電話 63-1853
住所 大井真向32-2

①お好み焼702円～
他：弁当、オードブル
サンドイッチ、焼きそばなど

②1個～

まるは食堂旅館

電話 65-1315
住所 豊浜峠8

①弁当1200円～
オードブル3240円～

②1個～

豊浜

師崎

七右衛門

電話 63-0250
住所 片名新師崎47

①弁当790円～
他：オードブルなど

②1個～

片名

大井

弁当 オードブル 寿司 中華 サンドイッチ カレー コロッケ ピザ

おにぎり 焼きそば お好み焼 うなぎ 丼 パスタ 豚かつ

No  
Photo

No  
Photo

No  
Photo

No  
Photo

①メニュー・金額 ②最小注文個数



大井
市外局番（0569）

ボンボヤージュ

電話 47-5778
住所 大井西園160

①サンドイッチ480円～
他：弁当、オードブル

②1個～

あげ丼CHAYAよし

電話 63-2777
住所 大井浜辺31-10

①弁当900円～
②1個～

OHANA

電話 090-4869-1040
住所 篠島弁財31-27

①弁当900円～
他：オードブル･ドリンク各種など

②2個～

篠島料理民宿 湧泉

電話 67-2742
住所 篠島浦磯1-136

①篠島産魚貝の日替わり弁当
1080円～

②2個～

KICHEN macha

電話 68-3113
住所 日間賀島西浜2

①カレー750円～、弁当850円～、
パスタ各種900円

②1個～

呑み喰い亭 ぽん太

電話 68-3003
住所 日間賀島一本松35-1

①オードブル3000円～
②1個～

cafe west

電話 68-2405
住所 日間賀島新井浜61−2

①弁当648円～、お好み焼648円～
オードブル3240円～

②1個～

篠島

日間賀島

弁当 オードブル 寿司 中華 サンドイッチ カレー コロッケ ピザ

おにぎり 焼きそば お好み焼 うなぎ 丼 パスタ 豚かつ

①メニュー・金額 ②最小注文個数

移動販売

よごべぇ

火曜は豊浜「吉原水産のり専門店」
金曜は内海「櫻米軒」駐車場に出
店！
ネギホル600円、焼きそば500円

たまご家 コッコ

水・金曜に内海「櫻米軒」駐車場に
出店！
小玉たまご1個12円､
赤たまご1個20円

豊半（豊浜本社・やなし工場）

電話 65-0034 / 82-6644
住所 南知多町豊浜字坂井9-1(本社)

美浜町豊丘字樹木32-1(工場)

いか姿焼き500円､えびせんべいなど
直売あり(火曜定休)

火曜には豊浜「吉原水産のり専門
店」駐車場に出店！

その他



市外局番（0569）

弁当 オードブル 寿司 中華 サンドイッチ カレー コロッケ ピザ

おにぎり 焼きそば お好み焼 うなぎ 丼 パスタ 豚かつ

①メニュー・金額 ②最小注文個数

お食事処 岬鮨

電話 87-0405
住所 美浜町野間本郷78

①寿司1188円～
他：寿司弁当､天丼､海鮮丼など

②2個～

河和駅前 ゆたか寿し

電話 82-0056
住所 美浜町河和北田面7

①弁当1080円～
他：寿司

②1個～

とんかつ喜太条

電話 87-2169
住所 美浜町奥田御茶銭124-3

①とんかつ540円～、
カツサンド864円､恋美豚角煮など

②1個～

美浜町

ao cafe

電話 090-7674-7182
住所 美浜町野間新町48

①日替わり弁当650円～
②1個～
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