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コロナウイルスの影響により、
営業時間・定休日が記載と異なる場合がございますので、
ご来店時は事前に店舗にご確認をお願いします。



海鮮市場 徳 川

住所 阿久比町白沢上蔵々13 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.sushi-tokugawa.com/

電話 0569-48-2111 営業時間 11：00～14：00 17：00～22：00 定休日 なし

本まぐろ3貫盛（赤身、中トロ、大トロ）800円

活きのいいネタ！
本格的な回転寿司

寿司ランチ
にぎり6貫 焼き穴子1本 巻物
玉子料理 吸い物 茶碗蒸し
1,200円+税

和 食



万笑庵

住所 阿久比町板山東台22 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.bansyoan.jp

電話 0569-48-8889 営業時間 11:30～14:00 17:00～21:00 定休日 水曜日夜の部、木曜日

旬の地魚を使った会席でランチから法事慶事まで

和 食

5月からお弁当始めました

1620円、2160円、3240円ご予約承ります。

日替わり弁当 870円
鰻かま弁当 750円
井筒直伝塩ちゃんこ鍋 730円
京出汁巻き 350円

その他いろいろあります。

日替わりランチ1,600+税



和が家

住所 阿久比町植大中郷55

電話 0569-48-1139 営業時間 11：30～14：00 17：00～21：00 定休日 木曜日

敷居の低いお寿司屋さん
海鮮丼 990円から

和 食

ちらし寿司 ３８０円・５００円（税込）



和食・寿司 藤宮

住所 阿久比町草木東郷１２－１ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://wasyoku-huzinomiya.owst.jp/

電話 0569-48-2175 営業時間 11：00～14：30 17：00～21：00 定休日 水曜日 火曜日午後は予約のみ

種類豊富な和の技術を楽しむ
ランチや会席の繊細さに感動

和 食

藤宮仕出し弁当寿司入りは、2300円+税となり、
藤宮仕出し弁当ご飯は、1800円+税となります。
その他以外の価格販売も値段に応じて販売してま
すので、ご相談下さい。
注文は、前日までにご予約お願い申し上げます。



冨士本

住所 阿久比町白沢二反ノ田５３

電話 0569-48-7105 営業時間 月～金（木以外）11:00-14:20 17:00-20:00 土日11:00-14:20 定休日 木曜日

和 食

「味噌煮込み」材料を持ち帰りいただき、ご自分で調理するスタイルです。
前日までにご予約ください

味噌煮込みうどん

おにぎり茶屋ほたる

住所 阿久比町板山川向110-4 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://aguimai.jp/

電話 0569-48-2033 営業時間 9：00～16：00 定休日 日曜日

でっかいおにぎりとあったかお汁
おにぎり２個セット ７００円（税別）

和 食

おにぎり、豚汁



源平

住所 阿久比町白沢中曽根１２−１０

電話： 0569-48-5577 定休日 水曜日

手打ちうどん・蕎麦

和 食



鉢の木

住所 阿久比町植大森後45-7

電話 0569-48-2132 営業時間 11：30～14：00 17：30～21：00 定休日 水曜日

ステーキ定食 6,050円から
ハンバーグランチ（10食限定）1,650円

洋 食

当店のメニューは持ち帰りできます。
お弁当は必ず予約をお願いします



Trattria La Piantaトッラットリアラピアンタ

住所 阿久比町草木中島14-1 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://la-pianta.com/

電話 0569-47-0078 営業時間 11：00～15：00 18：00～22：00 定休日 木曜日

大切な人とゆっくりお食事を楽しんでいただける空間づく
りを心がけています。お飲物とお食事の組み合わせなど、
お気軽にご相談ください。

洋 食



Pasta La Climatパスタラクリマ

住所 阿久比町坂部３０ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.pasta-la-climat.com/

電話 0569-47-0801 営業時間 11:30～15:00 18:00～21:00

定休日 月曜日・火曜日のﾃﾞｨﾅ-

大切な人とゆったり楽しむ 優しい味わいのイタリアン

洋 食

ピザはテイクアウトできます。

ポモドーロ（トマトソースに三種のチーズ）
マルゲリータ（ミニトマトとスウィートバジル）
カルボナーラ（卵・クリーム・ベーコン・トマトソース）
ジェノベーゼ（ジェノバソース・じゃが芋・三種のチー
ズ）
プロシュート（トマトソース・三種のチーズ・生野菜・パ
ルマ産プロシュート）
ミックス（トマトソース・ベーコン・ブロッコリー・ミニ
トマト・魚介類）

C set
1,700円（税別）

パスタ
サラダ
ドリンク

選べるパスタ
ベーコンの法蓮草クリームスパゲティ
モッツァレラチーズと
バジルのトマトソーススパゲティ
魚介のアーリオオーリオペペロンチーノ
きのこのミートソース
Pizzaマルゲリータ



Bistro Colorerビストロコロレ

住所 阿久比町横松宮前64-1

電話 0569-48-0310 営業時間 11：30～13：30 18：00～21：00 定休日 月曜日、第１・第３日曜日の夜

気軽に使えるカジュアルフレンチ

洋 食

バターチキンカレー
知多半島の旬の素材をふんだんに使用
してます。800円



Pandora Café パンドラカフェ
住所 阿久比町白沢天神裏3-1

電話 0569-48-2275 営業時間 11：30～21：00 定休日 日・月曜日

手作りのやさしい味
日替わりランチ９５０円

カフェ

日替弁当８５０円
日替わりランチのメニューを中心に、ドレッシングからメイン料理
まで手作りです。モットーは「安心でヘルシー」女性に人気です。
お弁当の受取りは11時から14時 事前予約推奨



お茶とごはん 折々

住所 阿久比町卯坂堂山48-3 

電話 0569-47-8423 定休日 土・日・月

カフェ

６月９日より
火曜日から金曜日の週4日営業します。
テーブル席1組、お部屋1組の合計2組のみの
ご案内となります。
しばらくの間は4名さま以内でのご利用に限らせて
いただきます

モーニング 9:30〜10:30 l.o
ランチ 11:30〜13:00 l.o (予約のみ)
ティータイム 13:30〜14:30 l.o
閉店 15:30 

テイクアウトにつきましては
・お弁当 1000円(税込)
・おかずセット2人分 1000円(税込)
・おやつ(その日により)
・焼き菓子
を承ります。
お弁当とおかずセットは
前日までにご予約下さい。

〜インスタグラムより抜粋



ウェザーリポート

住所 阿久比町卯坂坂部５

電話 0569-48-3525 営業時間 8：00～15：00 定休日 月曜日

モーニングからランチまで
いろいろ選べるカフェメニュー

喫茶・軽食



COUNTRYカントリイー

住所 阿久比町矢高出口５

電話 0569-47-0858 営業時間 9:00～22:00 定休日 月曜日

喫茶・軽食

Wind Millウインド・ミル

住所 阿久比町草木新田前53-1

電話 0569-48-8201 営業時間 7：30～16：00 定休日 水曜日

喫茶・軽食



珈琲家 萌

住所 阿久比町卯坂字米山10

電話 0569-47-0086 営業時間 平日:8:00-20:00 日曜祝日 8:00-18:00 定休日 月曜日

ＳＷＩＮＧスウィング

住所 阿久比町草木字中郷57

電話 0569-48-1539

喫茶・軽食

喫茶・軽食



レストランCafe＆Restaurant 桜坂

住所 阿久比町卯坂殿越50

電話 0569-48-1177 営業時間 11：00～15：30 定休日 土、日曜日、祝日

阿久比産玄米や野菜を使用したランチメニュー
や、タピオカドリンクなど流行を取り入れたメ
ニューもそろえています。

どさん子ラーメン

住所 阿久比町白沢上カナクソ5-2

電話 0569-48-0824 営業時間 11：30-14：00 17：00-22：00 定休日 火曜日

安くておいしい、こだわりの一杯
和風鶏白湯 700円

中 華

麺類以外可能です。

チキン南蛮セット ７２０円



中華菜々龍泉

住所 阿久比町植大大松本20-1

電話 0569-48-8900 営業時間 11:00～14：00 17：00～21：30 定休日 木曜日、第2水曜日

老若男女幅広く愛される一番人気は餃子とラーメン
Ｂラーメンセット ８３０円

中 華

麺類以外可能です。



中国料理 興盛

住所 阿久比町福住西前田53-5

電話 0569-47-1858 営業時間 11:00～00:00 定休日 第２・第４火曜日

本格中華で地域を魅了
田園風景が広がる閑静な地に佇む店は、
テーブル席や広いお座敷があります。

中 華



CHINESE BISTRO JiA（ジャ）

住所 阿久比町卯坂惣山６７−１ ＨＰ http://chinese-jia.jp/

電話 0569-77-4723 定休日 火曜日

営業時間 ランチ [月～金] 11:30～14:00 ディナー [月～金] 17:30～22:00 [土・日・祝] 17:00～22:00

やわらかくてジューシーなのにヘルシー
なラム肉！是非一度食してみて下さい。
ジンギスカン 食べ飲み放題 3,980円

中 華

テイクアウトはランチタイム限定です。
[月〜金] 11:30〜14:00
※価格は税別（外税）です。

お食事
ガパオライス 500円
ナシゴレン 500円
牛スジ丼 500円
豚タマ丼 500円

デザート
胡麻団子 500円
黒胡麻団子 500円
中華ミルクパン500円
桃マン 500円



満香楼

住所 阿久比町草木栄５

電話 0569-48-9998 営業時間11：00～22：00（７月１日より営業再開） 定休日 火曜日

食べ放題・飲み放題もあり本場中国の味を満喫

中 華

ラーメン・汁物
以外はＯＫ



麵屋 武将

住所 阿久比町草木花吹27

電話 0569-48-7667 営業時間 平日のランチのみ 11:00～15:00 定休日 土曜日・日曜日・祝日

中 華

各種テイクアウ
トできます。

味味

住所 阿久比町草木栄８６

電話 0569-48-8277 営業時間 11：00～14：00 17：00～24：00 定休日 不定休

中 華

各種テイクアウ
トできます。



熱烈タンタン麵一番亭

住所 阿久比町大字草木字栄81番地

電話 0569-48-4711 営業時間 11：30～

中 華



すし屋も料理屋もびっくり

住所 阿久比町植大浜田７ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.bikkuri.info/

電話 0569-47-0190 営業時間 11：30～23：00 定休日 不定休

知多のグルメが集まる居酒屋「びっくり」は、板長が毎朝市場へ仕入れに行き、自分の目で吟
味した食材をご提供させていただいております。料亭で腕を振るった板長が、毎日変わる旬の
食材を生かした本格的な「美味しさ」を、皆様にお値打ち価格でご提供いたします。「びっ
くり」する価格と美味しさをどうぞご堪能ください。

居酒屋

https://www.bikkuri.info/


居酒屋 千 賀（ちか）

住所 阿久比町大字椋岡高田３３

電話 0569-48-5416 営業時間 17：00～ 定休日 月曜日

アットホームな店です。

居酒屋

昭和食堂 阿久比店

住所 阿久比町阿久比字駅前1-20 ＨＰ

電話 0569-48-7788 当面の間休業

昭和の懐かしい時間が流れる『昭和食堂阿久比店』では、定番のメニューから名古屋の
名物料理、昭和の屋台料理が愉しめます。

居酒屋


