
紀北町で
テイクアウト
ができるお店

お問い
合わせ

紀北町観光協会
三重県北牟婁郡紀北町東長島2410‐73
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詳しくは
裏面へ♪

お持ち
帰り
OK!

きほくのたびきほくのたび



寿司

和食

洋食

中華
麺

弁当

その他

紀北町でお持ち帰り
〈テイクアウト〉ができるお店

随時更新中

掲載情報は変更となる場合がございますのでご了承ください

テイクアウトの詳細は紀北町
観光協会HP又はお店に直接
ご確認下さい。

お店の味を

おうちで食べよう

紀北町観光協会
テイクアウトページ→

万両寿し

サンマ寿し 500 円～・カキ握り寿し他

0597-47-0394
東長島 200-4 休 金曜日

与太呂寿し

にぎり寿司 1,100 円～・助六寿司 他

0597-47-0850
東長島 415-9 休 水・第 2火曜日

海幸〈前日までに要予約〉

うな重 (半尾 )1,600 円・岩清水豚とんかつ巻寿司 他

0597-47-1383
長島 1189-3 休

木曜日
他 水曜不定休

一冨士

うな重 2,500 円・天巻・天丼 他

0597-32-0250
相賀 1992-8 休 月曜日

喜久寿し

渡利かきのひつまぶし 1,620 円・うな重 他

0597-32-2036
相賀 849-2 休 月曜日

ビストロモンテメール

ピザ 1,000 円・ローストビーフサラダ 他

0597-31-0101
船津 1598-3 休 水・木曜日

BISTRO MONT ET MER

洋食屋さん YaYa　

オムライス 800 円・ピザ各種・オードブル 他

0597-35-0355
中里 62-4 休 火曜日

かっぱ倶楽部　

ピラフセット各種 830 円・ピザ各種 他

0597-47-3940
東長島 2419 休 月・第 2火曜日

カツ家

ヒレカツ弁当 900 円・トンカツ弁当・カツ丼 他

0597-32-1156
小山浦 28-12 休 水曜日

お食事処 万両

日替わり弁当 500 円

0597-47-5801
東長島 800-4

おかずの店 祐美 OKAZU

おかず BOX（小）700 円・（大）900 円

0597-47-1294
長島 1189-35 休

月曜日
9/30 までの日曜日

太杉

カツ丼 850 円・ササミ丼・冷やしとろろうどん 他

0597-47-3997
東長島 628 休 月・火曜日

一力庵

かつ丼 918 円・みそかつ丼・親子丼 他

0597-47-0540
東長島 761-1 休 不定休

中華ダイニング ばんらい

チャーハンセット 1,260 円・酢豚・中華飯 他

0597-36-1158
船津 1381-3 休 木曜日

第 1、3水曜日

らーめん いろは

自慢のからあげ 450 円・チャーハン・台湾まぜそば 他

0597-31-4014
東長島 3515 休 日曜日

道瀬食堂

ピザ各種 850 円

0597-49-3122
道瀬 83-2 休 火・水曜日

㈲ヤマショー

日替り弁当 500 円・魚の照り焼き弁当 他

0597-36-1616
船津 1079 休 日曜日

かい鮮や

お弁当 864 円～ 他

0597-36-1737
上里 530-1 休 水曜日

道の駅 海山

わらび餅ドリンク 420 円～・ミニドッグセット 他

0597-32-3553
相賀 1439-3

ふたば

手羽先（1人前 3本）300 円・串焼き・揚げ物 他

0597-49-3331
三浦 762 休 月曜日

Happiness of eating 德

たい焼き各種 130 円・あげタイ・焼きそば 他

090-7619-0340
船津 1166-1 休 月曜日

焼肉 まんてん

直接お店にお問合せください。

0597-35-0999
船津 1654-4 休 火曜日

始神茶屋 楢

から揚げ丼 600 円・とんてき丼  他

0597-35-0771
馬瀬 16-2 休 水・木曜日

SAKE HOUSE 城のこし

（期間限定） 城のこしワンコイン日替り弁当 500 円

0597-47-3999
東長島 591-1 休 火・第 3月曜日

キッチン そら

エビフライ弁当 550 円・チキン南蛮弁当 他

0597-47-2636
長島 999 休 土・日曜日

いちえい

エビフライ弁当・からあげ弁当など 500 円

0597-47-2656
東長島 2683-6


