
♪飲食店ご案内♪

名前 電話番号 営業時間 定休日
あ ♪ 味の川徳 日本料理 0547-36-2172 17：00～21：00頃 日曜日           

泉 居酒屋 0547-36-1943 17：00～24：00 年中無休     
磯舟 和食 0547-35-2939 17：00～24：00 月曜日
市松 居酒屋 0547-36-0752 15：00～23：00 火曜日
いなば 喫茶 0547-35-1664 8：00～19：00 日曜日

う 魚虎 うなぎ 0547-35-3555 11：00～21：00前 不定休
日-木17：00～翌3：00
金-土17：00～翌5：00

うな誠 うなぎ 0547-35-2550 11：00～20：00 不定休
榎本商店 居酒屋 0547-33-1811 17：30～ 　　

♪ 岡むらのぼる 居酒屋 0547-37-3792 17：00～24：00 月曜日
お多福 居酒屋 0547-35-6410 16：00～24：00 木曜日

か 柿の木 日本料理 0547-35-6089 17：00～22：00 月曜日
かなちゃん 居酒屋 0547-37-8176 17：00～24：00 年中無休
かに柳 日本料理 0547-35-0647 17：00～21：30頃 月・祭・不定休
camoo（カム―） アジア料理 0547-54-4123 18：00～25：00 火曜日
カレーショップ愛 カレーハウス 0547-35-5522 7：00～15：30 日曜日

き キタムラ お好み焼き 0547-37-3293 10：00～19：00 水曜日
く 串特急 居酒屋 0547-35-6204 17：00～翌1：00 年中無休

11:00～14：00
17：00～21：00

グルアベニュー 持ち帰りピザ 0547-37-0455 17：00～23：00 不定休
こ ♪ 五平 和食 0547-36-0215 17：00～23:00 水曜日

11：00～13：30
17：00～22：00

さ さくら 居酒屋 0547-37-3033 17：00～24：00 年中無休
さくらい お好み焼き 0547-37-6777 16：30～20：30 水曜日
サンジャック スナック 0547-37-1915 19：00～24：00 日曜日

し 日-木11：30～18：00
金・土11：30～22：00

♪ 庄や 居酒屋 0547-35-7801 17：00～翌5：00 年中無休
食事処　千 食事処 0547-36-9645 7：00～23：00 月曜日

11：00～14：00
17：00～23：00

♪ 寿し幸 寿司 0547-36-2585 11：30～翌1：00 年中無休
11：30～13：30
17：00～22：30

そ 蕎麦雪月花 そば 0547-35-5241 17：00～21：30 月曜・第三火曜
そば処　よし田 そば 0547-36-5656 11：00～21：00 木曜日

た だいだい 居酒屋 0547-37-0330 17：00～23：00 年中無休
て 田でん 居酒屋 0547-35-1692 17：00～24:00 日曜日
と 通りゃんせ ラーメン 0547-36-1966 17：00～20：00 水曜日 名前 電話番号 営業時間 定休日

ととも 魚料理 0547-37-2979 17：30～20：00 火曜・第四水曜 ま 三ツ久 和食 0547-35-3918 12：00～20：00 不定休
友 スナック 0547-35-3246 19：00～終了まで 月曜日 み 美濃屋 中華 0547-37-2915 11：00～21：00 木曜日
どん栗 居酒屋 0547-37-5048 17：00～23：00 日曜・祭日 め めいと スナック 0547-36-9188 18：00～24：00 水曜日

な 11：00～14：00 11：00～14：00
月-金17：00～24：00 日-木17：00～24：00
土日祝前日17：00～翌2：00 金・土17：00～翌2：00
11：30～15：00 麺DINNING「友」 そば 0547-35-3246 11：00～14：30 月曜日
17：00～21：00 平日17：00～24：00
月-木16：00～翌1：00 金・土17：00～翌2：00
金土祝16：：00～翌3：00 遊食処Chi～っtoRattsu 居酒屋 0547-35-1655 18：00～翌2：00 不定休
日16：00～24：00 ら 楽珍（らくちん） 居酒屋 0547-34-0817 15：00～23：00 年中無休
11：00～13：00 わ ♪ 和蔵 居酒屋 0547-35-7569 17：00～23：00 月曜日
17：00～22：00

ひ ビックムーンカフェ 洋風居酒屋 0547-35-5995 18：00～翌1：00 月曜日 12：00～14：00
ふ ふじ膳 和食 0547-37-3990 17：00～23：00 月曜日 18：00～23：00

ふじの 和食 0547-36-3508 17：00～23：00 日曜日 ♪ 宿泊者に限りサービスあり
ほ 11：00～14：00

17：00～19：50頃
ほたる スナック 0547-34-4870 ～24：00 月曜日

♪ 宿泊者に限りサービスあり

♪

グラッパ♪

カフェ（洋食） 0547-33-6686

月曜・第三火曜

海鮮居酒屋

成しま 火曜日

和食 0547-37-3681 火曜日

寿司 0547-35-3553 水曜日

は

食堂園

♪

火曜日

寿し広

焼肉屋 0547-37-4701

お食事処

麺屋よかたい

不定休

090-4229-9339

焼肉十々
萩の家

はなの舞

焼肉屋 0547-39-5380
0547-37-5309 木曜日

和食ダイニングほっとつな 和食 0547-37-5533 月曜日

火曜日ラーメン

年中無休

や

0547-33-5300

焼肉屋 0547-35-2829

0547-37-4318 火曜日

ジール

イタリアン 0547-34-1611 日曜日

こまつ

木曜日0547-37-5234そば細島屋

居酒屋魚民 0547-36-9188 年中無休

八寸 和食


