
渥美地区飲食店等の営業情報一覧表

№ 事業所名 電話 地区 ＵＲＬ 実施期間 営業時間 定休日 営業内容 店内飲食 コメント
1 いらご すなば 0531-35-6591 伊良湖町 https://iragosunaba.amebaownd.com 4/17～5/31 第１部 11:30～14:30

第２部 17:00～19:00
不定休 弁当（昼・夜）（予約対応：前日の14:30まで）

テイクアウト（予約対応：前日の10:00～当日の7:00まで）
オードブル（予約対応：前日の19:00まで）

自粛中

2 岬のビストロ
Ｃｏｕｌｅｕｒ（クルール）

0531-36-5874 伊良湖町 http://www.misakino-bistro.com 4/20～未定
5/6臨時休業
5/7･8休業

11:00～19:00 毎週水曜日 テイクアウト（予約対応：当日の10:00～18:30）
オードブル（予約対応：２日前まで）

自粛中 ご注文を受けてからお作りしております。自前にお
電話を頂けるとスムーズにお渡し出来ます。

3 日出丸 0531-35-1801 日出町 https://hiimaru.jimdofree.com 4/17～5/6
臨時休業
（4/29～5/6）

11:30～14:30
土日祝日は
11:00～17:00

毎週月曜日・火曜日 テイクアウト（予約対応：当日の11:30～14:30） 可能 麻婆豆腐と杏仁豆腐各種のテイクアウトできます。
よろしくお願いします。

4 うおすみ 0531-35-6844 堀切町 4/17～5/31 11:00～14:00 毎週火曜日 弁当（昼）（予約対応：前日の8:00～当日の9:30まで）
オードブル（予約対応：前日の8:00～当日の9:30まで）

自粛中 お弁当は毎日２種類（メインが肉か魚）のワンコイ
ン日替り弁当です。献立は前日にSNS（Facebook）
でお知らせします。

5 橋本屋 0531-35-6102 堀切町 4/17～5/6 11:00～19:00
（鮮魚販売）
14:00～18:00

不定休 鮮魚販売（毎週月・水・金）
惣菜（海鮮もの）
テイクアウト（予約対応：当日の14:00まで）
オードブル（予約対応：当日の14:00まで）

自粛中 晩酌は３名まで１９時まで対応します。
国の緊急事態宣言によって実施期間は変更となる売
位がありっます。

6 西山あるる 0531-35-1241 西山町 https//m.facebook.com/aruru.irago 4/17～5/31 8:00～19:00 毎週月曜日 弁当（昼・夜）（予約対応：当日の18:30まで）
テイクアウト（予約対応：当日の18:30まで）
オードブル（予約対応：当日の18:30まで）

可能 通常メニューのお持ち帰りもできます。お電話お待
ちしております。

7 釜めし 木船 0531-33-0665 保美町 4/17～5/6 11:30～19:00 毎週月曜日 弁当（予約対応：前日の11:30～19:00まで）
テイクアウト（要予約：前日の11:30～19:00まで）

可能

8 与加楼 0531-32-0105 保美町 4/9～ （惣菜販売）
11:30～13:30

不定休 弁当（夜）（予約対応：前日の15:00まで）
惣菜（昼）
オードブル（予約対応：前日の18:00まで）

自粛中 お休みの情報等はＦａｃｅｂｏｏｋー渥美半島 与
加楼で検索して下さい。

9 居酒屋 来村 0531-32-3136 保美町 4/17～5/6 11:00～20:00 毎週日曜日 弁当（昼・夜）（作り置き・予約は前日の9:00～19,:00まで）
惣菜（昼）
テイクアウト（予約対応：前日の9:00～20:00まで）
オードブル（予約対応：前日の9:00～20:00まで）

可能

10 善美鮨 0531-32-0127 福江町 4/7～5/31 11:00～19:00
（鮮魚販売）
14:00～18:00

毎週月曜日 テイクアウト（予約対応：前日の8:00～20:00まで） 自粛中 当面は出前、お持ち帰りのみの営業とさせていただ
きます。ご迷惑をおかけして、誠に申し訳ありませ
ん。

11 寿し兼 0531-32-0118 福江町 http://www15.plala.pr.jp/susikane16-811 11:00～20:00 毎週木曜日 弁当（昼・夜）（予約対応：当日の8:00～17:00まで）
テイクアウト（予約対応：当日の8:00～17:00まで）
オードブル（予約対応：当日の8:00～17:00まで）

可能 ちらし、にぎり、刺し盛り、オードブルの出前・お
持ち帰り注文お待ちしております。来店でのお持ち
帰りは５月３１日まで５％引きです。

12 SASUKE
洋食とお酒～酒助～

0531-36-6958 福江町 第１部 11:00～14:00
第２部 16:30～19:00

毎週火曜日 弁当（昼・夜）作り置き
テイクアウト（予約対応：前日の19:00まで）
オードブル（予約対応：３日前の19:00まで）

自粛中 お弁当販売は、昼・夜共に売り切れ次第、終了で
す。オードブルは仕入れの都合上、３日前までにお
願いします。

13 魚と貝のうまい店
お食事・旅館 玉川

0531-32-0234 福江町 https://www.atsumi-tamagawa.co.jp 第１部 11:00～15:00
第２部 17:00～20:00

不定休 弁当（昼）（予約対応：当日の13:00まで）
※ただし、日曜日・祭日は前日予約で対応します。
惣菜（昼・夜）
テイクアウト（予約対応：当日の19:30まで）
オードブル（予約対応：２日前の19:00まで）

可能
PM8:00まで

実施期間は営業している間年中

14 喫茶オレンジ 0531-32-0234 福江町 https://www.atsumi-tamagawa.co.jp 臨時休業
（5/2～5/6）

8:00～15:00 不定休 弁当（昼）（軽食）※予約対応
惣菜（昼）
テイクアウト（予約対応：当日のAM11:00まで）

可能 実施期間は営業している間年中

15 縁八 0531-32-0386 福江町 htps://www.instagram.com/enya0386 4/17～5/6 10:00～16:00 毎週日曜日 弁当（昼・夜）（予約対応：当日の16:00まで）
オードブル（予約対応：当日の正午まで）

自粛中 吟味した良い食材を使って真心込めて、美味しくボ
リューム満点に作っております。一度、召し上がっ
て下さい。福江小学校区は配達も致します。

16 天ぷら和食 さくや 0531-33-1516 福江町 4/25～未定 第１部 11:30～14030
第２部 17:00～20:00

毎週火曜日 テイクアウト（予約対応：当日の11:30～19:30） 可能
土日祝日は自粛中

4/27(月)～5/6(水)はテイクアウトのみ営業。
テイクアウト弁当は通常より格安になってます。

17 スイーツ＆ジェラテリア
バロック

0531-37-0053 高木町 http://www.sg-baroque.com 4/25～5/6まで営業自粛中 毎週火曜日 テイクアウト（予約対応：電話予約） 自粛中 お電話からのカップ詰ジェラートのご予約やネット
ショップからの発送のご注文は火曜日以外が随時承
ります。おうちで楽しく過ごせるよう、おやつに
ジェラートはいかがでしょうか？大変な時期です
が、皆さまお体ご自愛下さいませ。

18 ラ パン レストラン 0531-34-6466 高木町 4/17～5/6 第１部 12:00～14:00
第２部 17:00～20:00

毎週水曜日
※木曜日は第１部休み

テイクアウト（予約対応：前日の11:00～20:00）
※当日注文も可
オードブル（予約対応：前日の11:00～20:00）

可能 対象期間は臨時休業する場合もございます。緊急事
態宣言が長びく場合は、５月６日以降も左記の営業
時間と内容となりっます。

19 そば処 さらしな 0531-33-0688 高木町 4/17～5/6 第１部 11:00～14:30
第２部 17:00～19:00

毎週水曜日 弁当（昼・夜）（予約対応：前日の9:00～当日の19:00まで）
テイクアウト（予約対応：前日の9:00～当日の19:00まで）
オードブル（予約対応：前日の9:00～当日の19:00まで）

可能 お電話して頂くとスムーズにお渡しできます。

20 とこはる 0531-38-0778 和地町 4/17~5/6 11:00~19:00 不定休 弁当（昼・夜）（予約対応：当日の10:00まで）
惣菜（昼・夜）
テイクアウト（予約対応：当日の10:00まで）
オードブル（予約対応：前日の15:00まで）

昼のみ可能
夜は自粛中

数量、予算は電話にてご相談ください。

21 はなや 0531-37-0112 八王寺町 4/17～5/6 11:00～16:00 不定休 弁当（昼・夜）（予約対応：前日の8:00～18:00まで）
オードブル（予約対応：前日の8:00～18:00まで）

自粛中

※お店の追加がされる毎に随時更新します。
※飲食店の追加は随時、受け付けしています。（窓口：渥美商工会）
※渥美商工会ホームページの「会員おすすめ情報」で料理等の確認ができます。右記のＱＲコードを読み込んでください。

2020/4/30現在の内容です。


