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東浦町民が愛してやまない、東浦町民にこそ知ってほしい、

魅力的な ひがしうらメシ「うらメシ！」が大集結！！

あなたのお気に入りのお店を見つけて

身も心もまんぷくになってください。

東浦には町民に愛される飲食店がたくさんあるじゃんね！

せっかく東浦に住んどるもんで

「うらメシ！」食べてみりん！



まだまだあるぞ
地元メシ！！

カフェ　 
喫茶店

うらメシ！

地域の
みなさんの
憩いの場

お豆腐

食べ放題付き！お豆腐

食べ放題付き！

うらメシ！
地元メシ！！

まだまだあるぞ、

1 2

モーニングは

ふかふかの

サイコロ食パン

［おすすめ］お豆腐㏌ハンバーグプレート+モーニングセット 
  990円（税込）

［おすすめ］
季節のランチ

※金額はお店へお問い合わせください。

［おすすめ］モーニングセット
  ドリンク代＋0～300円

ひとりでもみんなでも、
くつろぎ空間！

［おすすめ］Aモーニング
  ドリンク代のみ 

住…住所 営…営業時間 定…定休日 ¥ …キャッシュレス P …駐車場…テイクアウト…電話番号

東浦町には町内飲食店を紹介するガイドブックが

今まで一冊もありませんでした…。

しかし、東浦には地元に長年愛されるお店や

新進気鋭のお店等いろんな飲食店がたくさん！

東浦町民が知らない ひがしうらメシ も、

まだまだたくさんあるのかも…。

感染症で大変な今だからこそ

「食」で東浦を盛り上げる飲食店を知ってほしい。

そんな想いから、このガイドブックを作成しました。

東浦町民が愛してやまない、東浦町民にこそ知ってほしい、

魅力的な ひがしうらメシ「うらメシ！」が大集結！！

あなたのお気に入りのお店を見つけて

身も心もまんぷくになってください。

東浦には町民に愛される飲食店がたくさんあるじゃんね！

せっかく東浦に住んどるもんで「うらメシ！」食べてみりん！

1 カフェしょぱん東浦店
うら てんひがし

自家製パンが美味しい
12時までやっているモーニング
自家製高級食パンがセットになるモーニングや
12時からはドリンクにサービスのデザートが付きます！

住     生路字池下7　　7：00～18：00　　
     0562-85-1122
     無　　可
     不可　　共同50

営

¥
定

P

3 おぱんで豆蔵東浦店カフェ
モーニング、ランチ、
お買い物が楽しめる！
営業時間中はドリンク+トーストとお豆腐の食べ放題が
４００円（税込４４０円）で楽しめます！

住     緒川字相生の丘8-8　　9：30～15：00 ランチ11：00～（L.o14：30）　　
     0562-84-3210
     無　　可（物販店で販売）
     不可　　30

営

¥
定

P

2 カフェヨシノ 東浦店
ひがし

まめ ぞうひがしうら てん

うら てん

すてきな空間をシェアできる、
心地いいカフェ
モーニングだけでなく、アフタヌーンサービスも！
その他様 な々メニューをご用意してお待ちしています。

住     生路字浜田6-1　　7：00～19：00　　
     0562-84-0880
     無　　可（サンドイッチ、カレーのみ）
     不可　　45

営

¥
定

P

4 Cafe Leaf
かふぇ りーふ

おかげさまで10周年。
地元に愛される喫茶店
モーニングは朝７時から営業。
ランチは季節の野菜を使用して
毎日日替わりのプレートランチをやっています。
果物や野菜を使用したジュースも人気です。

住     森岡字段上14　　7：00～18：00　　
     0562-83-3002
     水　　可（夏季は除く）
     不可　　12

営

¥
定

P



［おすすめ］季節のパンケーキ
  850円（税込）～ 

3 4

まだまだあるぞ
地元メシ！！ カフェ　 喫茶店
うらメシ！

10 喫茶 風見鶏
きっさ み どりかざ

喫茶歴53年
愛し愛される喫茶店
お客さんとのふれあいを大切にするオーナーが
営む喫茶店。気軽に利用できるアットホームな
雰囲気もおすすめです。

住     石浜字中央1-5　　7：00～17：00
     0562-83-9541
     不定休　　可（不可のメニューも有）
     不可　　12

営

¥
定

P

お客さんの

おかげじゃんね～

緒川の
隠れ家的喫茶

パンケーキが
しっとり、もちもち～

自然を
感じられる
和カフェ

［おすすめ］ビーフシチュー
（パンまたはライス・サラダ・コーヒーのセット） 1,080円（税込）

［おすすめ］鉄スパ 800円（税込）　　　

［おすすめ］お好み焼き
 700円（税込）
  

「高根の山

シュークリーム」も

おすすめ！
「高根の山

シュークリーム」も

おすすめ！

私たちが
作ってます～

6 メイフェア
イギリスの田舎町の
カジュアルなカフェ
店独自ブレンドのパンケーキ生地は、
もちもちしっとりとした食感が美味しくて人気です。

住     森岡字上半之木61-2　　9：00～17：00　
     0562-84-5515
     月、火　　不可
     不可　　10

営

¥
定

P

5 茶亭 瀧春
ちゃ てい ろうしゅん

こだわりの甘味とこだわりの空間
屋久杉の自然のぬくもりを感じる空間で
一杯のコーヒーと甘味はいかがですか。
モーニングや、ランチあり。

住     森岡字中田面8-1　　9：00～17：00
     0562-85-0500
     月　　可
     不可　　20

営

¥
定

P

9 ジュンネ
緑が多い癒され空間
木製のテーブルと椅子で温もりを感じて頂き、
多くの観葉植物で癒されて下さい！

住     藤江字須賀68-1　　7：00～19：00　　
     0562-83-1389
     月　　可
     PayPay　　8

営

¥
定

P

住

¥
定

11 カラオケ喫茶コロン
きっさ

唄って楽しもう！
オススメメニューぜんざいで身体を温めた後はたくさん
唄って楽しめます。マイク6本揃えてますので、選んで
唄えます。

     緒川字旭14-8　　12：00～22：00　
     0562-85-5640
     火　　不可
     不可　　4 

営

P

8 ル・ブラン・ネージュ
地元に愛されるお菓子屋
ドリンク代でクリーム入りクロワッサンとフルーツが
付きます。（11：30までのメニュー）

住     緒川字寿久茂175-1　　9：00～19：30（喫茶店～14：00）　　
     0562-34-2639
     水、第４火曜日　　可
     クレジット、PayPay、auPay、d払い、メルペイ、LINEPay　　17

営

¥
定

P

12 かくれ葉葉
はっ ぱ

緒川のまちで54年、
レトロ喫茶
緒川の隠れ家的喫茶店、
お好み焼き（鉄板焼きジュージュー）に
皆さん大喜び！

住     緒川字竹塚6-7　　7：00～17：00　
     0562-83-0518
     木　　可
     不可　　1

営

¥
定

P

住…住所 営…営業時間 定…定休日 ¥ …キャッシュレス P …駐車場…テイクアウト…電話番号

7 シーダーハウス
シフォンケーキはふわふわ！
しっとりとろける～～！！ 
森の緑と野鳥の声。自然に囲まれた癒しの空間で一息…
しっとりふわふわのシフォンケーキをご賞味下さい。 

住     石浜字三本松48-1　　9：30～15：30（L.o15：00）
     0562-84-8687
     土、日、年末年始、GW、お盆休業有　　不可
     不可　　15

営

¥
定

P

たくさん
唄っていきん～

［おすすめ］ぜんざい 600円（税込）

［おすすめ］
  白玉クリームあんみつ
  抹茶セット
  750円（税込）～

［おすすめ］ブランチセット
  （9：00～11：30まで）410円（税込）～

［おすすめ］シフォンサンド 650円（税込）

仲良しマスターとママ



5 6

17 ピノノアール
欧風創作料理＆café
和の素材を洋風にアレンジしたソースが自慢。ランチは選べるパスタ
orピザにサラダバー、ドリンクバー、スープ、デザートが付きます。

住     森岡字中町23-7　　11：00～14：30（L.o13：30）
17：30～（お問い合わせください）　　
     0562-84-5333
     不定休　　可
     メルペイ、d払い　　10

営

¥
定

P

［おすすめ］なすと八丁味噌のパスタ
  1,540円（税込）ラ

ン
チ  

イ
タ
リ
ア
ン

う
ら
メ
シ
！

ま
だ
ま
だ
あ
る
ぞ
地
元
メ
シ
！！

［おすすめ］まかないシェフランチ
  500円（税込）

［おすすめ］ファムライスランチ
  （コーヒー・デザート付き）1,100円（税込）

いろんな味が楽しめる

豆腐マフィンもおすすめ！

自然食

レストラン！

地域ボランティア

シェフが腕を振るう

東浦・愛・

大爆発

［おすすめ］東浦みそかつまぶし
  999円（税込）
    

生演奏のお知らせはインスタグラムから！
人と人を繋ぐボランチ！

［おすすめ］さわのはなご飯セット
  1,100円（税込）

心も身体も

リフレッシュ

地産地消を

意識した

イタリアン

16 レストラン
ひかりのさとファーム

自然に囲まれたレストラン
産みたての卵や自家焙煎のコーヒー、
国産の食材やこだわりの調味料を使用しています。

住     緒川字下米田37-4　　9：30～16：00（11：00～14：00ランチ）
     0562-84-4389
     土、日　　可（8～9月は中止）
     PayPay,LINEPay　　10

営

¥
定

P 19 片喰cafe
かた ばみ かふぇ

住宅街の隠れ家
ランチ・カフェ
色んな楽器の演奏家さんの生演奏を
聴きながら午後のお茶が楽しめます。

住     石浜字なかね8-9　　11：00～15：00　　
     0562-84-3866
     月、火、水　　可（営業時間内での注文のみ）
     不可　　平日５台 休日15台

営

¥
定

P

20 地域の縁側 喫茶ラソプラザ
アイプラザで買い物＆
ラソプラザでいっぷく♡
シェフはボランティアスタッフ。サッカーでつなぐ役割の
ポジション「ボランチ」のように人と
人を繋ぎたいと願っています。
モーニングも大好評！

住     石浜字菰蓋1-143 
     アイプラザ内
     0562-22-2005
     9：00～15：30
     土、日、月、祝日
     不可　　不可
     20

営

P
¥

定

ちいき えんがわ きっ さ

18 Soul Foods
東浦町大好きなオーナーシェフの
小さなレストラン
東浦町の地酒を使った個性的な料理が楽しめます。
地元愛を持って地域、特徴を活かした食事を作りたい。
そんな想いから始めた小さなレストラン。

住     生路字池下61-11 ピボット池下EAST1号室
     8：00～17：00 17：00～
     貸切パーティー（要予約）
     0562-85-9796
     日　　可
     不可　　コノミヤ共同駐車場

営

¥
定

P

そうる ふーず

住…住所 営…営業時間 定…定休日 ¥ …キャッシュレス P …駐車場…テイクアウト…電話番号

14 葉菜
は な

季節のふれあいを
たのしむ空間
新鮮野菜を中心に旬の食材を取り入れ2週間に
1度メニューが変わる創作料理を提供しています。

住     森岡字田面112     
     11：30～15：30土・日曜日8：00～15：30　　
     0562-38-6151
     火、第1.3水曜日　　不可 
     不可　　7

営

¥
定

P

13 食堂ひとつむぎ
しょくどう

お野菜たっぷり食堂・お弁当
二週間ごとに変わる、知多半島の野菜をひとひねり
したお惣菜、オリジナルブレンドスパイスのトマトカレー、
自慢のおやつ「豆腐マフィン」を店内でもテイクアウト
でもどうぞ！    
住     緒川字姥池29-4　　11：00～18：00　　
     0562-85-3982
     日、第1水曜日　　可
     PayPay、クレジット、ID、交通系、QUICPay
     13

営

¥
定

P

［おすすめ］葉菜ランチ
  1,650円（税込）

［おすすめ］お赤飯御前 900円（税込）

［おすすめ］水曜日と金曜日のボランチ
  550円（税込）

15 ランチ初回600円。
2回目から永久100円引き!!         
12組のグループによるワンデイシェフ方式のランチは
季節の野菜と愛情たっぷり！！

住     緒川字屋敷弐区61-1
     ランチ営業火・木曜日 11：30～13：30（地域の縁側9：30～16：30）
     0562-84-7836
     土、日、祝日　　不可
     不可　　20

営

¥
定

P

地域の縁側 グリーン・ラソ
ちいき えんがわ



7 8

焼肉   
ハンバーガー

和食   居酒屋

［おすすめ］モスバーガー 390円（税込）

［おすすめ］仰天大海老フライの定食
  1，870円（税込）

［おすすめ］寿司ランチ（並）
  1,000円（税込）～

まだまだあるぞ
地元メシ！！

うらメシ！

美味しい焼肉なら！

美味しい食事でおくつろぎください！

［おすすめ］国産牛特選カルビ
  693円（税込）おさるのキャラクターは

友達が店主に似ていると

書いてくれた！

へい！おまちっ！

旬の味をぜひ

食べにこりん

いつの時代も

変わらないお手伝い

［おすすめ］ちゃんこ鍋
  2,800円（税込）

［おすすめ］刺盛り
 2,750円（税込）

住…住所 営…営業時間 定…定休日 ¥ …キャッシュレス P …駐車場…テイクアウト…電話番号

28 モスバーガー 東浦店
ひがしうら てん

あなたの街のモス
美味しい食事で
おくつろぎください！
モスバーガー・テリヤキバーガーがおすすめ！
便利なネット注文も事前決済ならスピーディーに
受け取り可能です。

住     緒川字平成８　　9：00～23：00　　
     0562-82-1010
     無　　可（ドライブスルーあり）
     交通系IC、クレジット、バーコード決済　　14

営

¥
定

P

［おすすめ］焼スキ 1,000円（税込）

23 割烹お田゛
かっ ぽう だ

旬の食材を使った
豊富なメニューが自慢！
新鮮なお魚とともに一杯飲むのも良し！お寿司や揚げ物を
ガッツリ食べるのも良し！宴会やオードブルにもぜひ！

住     藤江字山敷102-1　　17：30～23：00　
     0562-83-7858
     月　　可
     不可　　若干有

営

¥
定

P
うどんに加えて

たくさんの

メニューがあるよ～

24 和食 めん処 都やこ
わ しょく どころ み

おかげさまで30周年！
豊富なメニューを取り揃え、本物の味を安価に
提供しております。ランチメニューはボリューム
満点お腹いっぱい食べられます！

住     緒川字屋敷壱区11-1
     11：00～15：00 17：00～22：00（L.o30分前）　
     0562-83-9860
     水　　可
     不可　　40

営

¥
定

P

22 紘呂寿し
ランチも目の前で
大将がお寿司を握ります！
ランチタイムも大将がカウンターでお寿司を握るお寿司屋！
贅沢気分を味わいにぜひお越しください！

住     生路字池下28-2
     11：30～13：30 17：00～21：00　　
     0562-84-0567
     月（月曜日が祝日の場合は水曜日）　　可
     不可　　3

営

¥
定

P

ひ ろ ず

21 ちゃんこ鍋 照国
てる くになべ

創業昭和48年
変わらぬ味とボリューム
アットホームでくつろげる店内。
大切なひとと美味しいひと時をお過ごしください。

住     石浜字川尻23-1　　17：30～23：00　　
     0562-84-6983
     火、第２水曜日　　可
     PayPay　　共同15

営

¥
定

P

［おすすめ］B定食
  1，580円（税込）

25 志茂川
し も かわ

お店でもご自宅でも！ ポックン食感
志茂川の仰天！ 大海老フライ！！
三代目店主がリニューアルした
自慢のタルタルソース美味し！
大海老とのコンビメニューもおすすめ！
宅配でも可、自宅でも楽しめます。

住     生路字門田101-7
     11：30～14：00（L.o13：30）　
     17：00～22：00（要予約）　　
     0562-83-2406
     木、第1.3日曜日　　可
     PayPay　　3

営

¥
定

P

26 旨焼肉一 Ichi
真心こめて全力努力
肉にこだわりながらもお客様にリーズナブルなお値段
で食べていただきたくお手軽な価格で提供。雰囲気も
良く、いごこちの良さには自信があります。
住      森岡字前田34-2
      11：30～14：30（L.O14:00）17：00～22：30（L.O22：00）　　
     0562-84-4545
     水　　可（前日予約）
     クレジット、PayPay、auPay、d払い、楽天pay　　40（兼用）

営

¥
定

P

うま やき にく いち

親戚、
第三八代横綱
「照国」から
名前をもらったよ！

てい ひがしうら てん

27 あみやき亭 東浦店こだわりの国産牛
プロの目で鮮度、質を確かめて仕入れを行いお値打ち
でこだわりの国産牛を提供しています。ドリンク飲み放題・
デザートビュッフェもご用意しております！

住     緒川字下汐田15-1
     月～金17：00～23：00
     土日祝11：30～23：00
     0562-83-4129
     無　　不可
     クレジットカード、LINEPay、PayPay　　52

営

¥
定

P

こんなに成長しました
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29 中華料理 永亜
中華料理が
リーズナブルな価格で！
ランチメニュー、ラーメンセットの他にも油淋鶏等、
こだわりの一品料理がたくさんありますよ！

住     緒川字下汐田17-8　　
     11：00～14：00 17：00～1：00
     0562-84-6889
     無 　　可
     PayPay　　5

営

¥
定

P

らく

30 新中華料理 長楽
しんちゅう か りょう り えい あ ちゅう か りょう り ちょう

本格うまい中華
麻婆豆腐やエビマヨ等人気・定番のメニューに
ラーメンが付いたお得なランチがおすすめ！
ランチタイムはドリンクが1杯無料！！
デリバリー可能なオードブルもおすすめ！
住     生路字池下112-3　　
     11：00～14：30 17：00～24：00
     0562-84-6669
     無　　可
     クレジット、auPay　　50

営

¥
定

P

ラーメン　
カレー

中華

［おすすめ］
 からあげ
 800円（税込）

［おすすめ］ランチメニュー
  昼800円（税込） 
　　夜1,000円（税込）

［おすすめ］ランチメニュー・
 ラーメンセット（昼）
 750円（税込）

［おすすめ］
塩そば 900円（税込）

まだまだあるぞ
地元メシ！！

うらメシ！

身体に優しい

じゃんね～

豚骨のうま味が

染み渡る～

大きなオレンジの

看板が目印！

笑顔が素敵な大将大人気のからあげ！！

本格中華！

五目焼きそばが

女性に人気！

［おすすめ］パリパリチキンカレー
  ほうれん草 トッピング1,019円（税込）

［おすすめ］
 魚介豚骨らーめん（並）
 790円（税込）

元気いっぱいで

お迎えします！

住…住所 営…営業時間 定…定休日 ¥ …キャッシュレス P …駐車場…テイクアウト…電話番号

［おすすめ］日替わりセット
  803円（税込）

37 ルンビニカレーハウス
インド＆ネパール料理で
異国情緒を味わおう
日替わりセットのカレーは毎日種類が違い
ランチタイムが楽しくなります。（予約できます。）

住     石浜字中子新田52-1　　
     11：00～14：30 17：00～22：00
     0562-84-3348
     火 　　可
     クレジット、PayPay、auPay　　5

営

¥
定

P

本場の味を

気軽に楽しめる

36 カレーハウスCoCo壱番屋 東浦店
こ こ いち ばん や ひがしうら てん

おいしいカレーと元気を
提供します！！
リニューアルした綺麗なお店でドライブスルーも
あり便利です！ご来店お待ちしております！

住     森岡字浜田74-2　　11：00～23：00
     0562-84-4801
     無　　可（配達は不可）
     クレジット、電子マネー、QRコード等各種対応可能
     ※詳しくは店舗へお問い合わせください。　　22

営

¥
定

P
［おすすめ］ふーみん飯
  店内790円（税込） テイクアウト770円（税込）

31 さだの苑町中華さだの苑！
当店では手作りにこだわっています。
ギョーザをはじめ、肉団子、焼ブタ、
中でもからあげが大人気です。

住     藤江字大坪7-15
     11：30～14：00（Lo.13：30）、
17：00～21：00（Lo.20：30）（日 Lo.19：45）
     0562-83-6959
     水、第３,４木曜日　　可
     不可　　3

営

¥
定

P

［おすすめ］四川伝統の麻婆豆腐

※金額はお店へお問い合わせください。

35
麺屋
希楽夢 kiramu
魚貝と鶏の
旨味たっぷりのらーめん
魚貝スープと鶏スープのダブルスープに北海道産
小麦粉、愛知県産小麦粉を使った自家製麺を合わ
せた化学調味料不使用の身体に優しいらーめん
です。

住     生路字池下112-3 ピボットwest102
     11:30～14：30 18：00～21：00
     水　　不可
     不可　　共同35

営

¥
定

P

めん や

きらむ

おれとん こつ だい きち

34 俺豚骨らーめん代吉豚骨らーめんVSつけ麺
どちらがお好みですか？
土、日、祝日は朝８時営業スタートです。
この辺では珍しい「朝ラーメン」です！！朝限定メニュー
になってます。ラーメン、ごはん、生たまご付き510円

住     森岡字柳ケ坪4-1　　
     平日11：00～23：00
土日祝8：00～23：00（L.o22:30）
     0562-51-0724
     無　　可（不可のメニューも有）
     LINEPay、PayPay　　15

営

¥
定

P

えん

33 台湾料理千客萬来 東浦店
町民の皆様のおかげで11周年！
東浦で本格中華料理が食べられるお店
自家製ラー油とこだわりの豆板醤でつくる、本格派麻婆豆腐など、
当店シェフが手間ひまかけた本格中華料理が自慢のお店です。

住     森岡字前田55-1　
     11：30～14：30 17：00～24：00（日～木）
     17：00～25：00（金・土）
     0562-84-8318
     無　　可（一部不可有）
     PayPay　　ゲンキー・ドミー共用駐車場有

営

¥
定

P

たい わんりょう り せんきゃくばん らい ひがしうら てん

32 ファミリー中華 ふーみんホッとする家庭の味
気軽に利用できるアットホームな中華のお店です。
ピリ辛の野菜炒めとからあげがいっぱい入った
ふーみん飯がオススメ！

住     緒川字寿久茂11-7　　
     11：30～14：30 17：30～21：30
     0562-34-3717
     月 　　可
     不可　　30

営

¥
定

P

ちゅう か



11 12

鎌倉パスタ
TEL.0562-57-8309
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可　　　

和空間で味わうソースと相性抜
群の食感の生麺に厳選素材を
鎌倉流にアレンジした生パスタ
をご賞味あれ。

フレッシュネスバーガー＆カフェ
TEL.0562-85-1300
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

おいしさと安心、それがフレッ
シュネスの品質。おいしくてカラ
ダにいいものを、ていねいに手
づくりする。それがフレッシュネス
バーガーのメニューの基本です。

喫茶珈琲店 ピノキオ

TEL.0562-57-7977 ●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可

「大人が子どもに返って旅をする」がメインコンセプト。ゆっくり
くつろげる店内で挽きたての珈琲が楽しめる「喫茶珈琲店
ピノキオ」です。ハンバーグやオムライスが乗った一番人気の
ピノキオプレート、その他にもお食事メニュー、デザートやドリ
ンクメニューも豊富にご用意しています。

魚介卸問屋 マキハラ食堂
TEL.0562-57-1556
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

蒲郡形原漁港で水揚げされた
お魚をランチタイムから提供する
鮮度感にこだわった地元密着
型・仲買直営の店舗でございます。

いきなりステーキ
TEL.0562-57-2229
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能

「厚くカットした厚切り肉を炭焼
で香りを乗せながらレアで食べ
るのが一番！」最初のひとくちは
レアの旨さや噛めば噛むほど滲
み出る旨味をぜひ！感じて下さい！

TEL.0562-57-4655
●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可

ぼてこ
創業以来、ぼてこはおいしいお好み焼を追求して、先代から
の味を守りながら常に進化してきました。食材、調味料、焼き
方、どれひとつ手を抜くこと無く、いつご来店いただいてもおい
しいお好み焼をお召し上がりいただけます。

㐂久好（きくよし）
TEL.0562-57-8685
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

『㐂久好』は「肉のうまみを堪能
してもらいたい」という想いで豚
丼にこだわり、北海道帯広で長
年愛されて続ける老舗のお食
事処です。

TEL.0562-57-7150
●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可

カフェ・ド・クリエ
ゆったりとしたくつろぎの時間を演出する、こだわりのコーヒーを
はじめ、様 な々ドリンク、そして季節のうつろいを感じられる、フー
ドやデザートをご用意して皆さまのご来店をお待ち申し上げます。

レストラン街

イオン
モール東浦

その他

Shinaso
TEL.0562-57-1370
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

じっくり炊き出したとんこつスープ
と自家製チャーシューは絶品で
す。他にも多数おすすめ商品
あります。

TEL.0562-84-5886
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

ケンタッキーフライドチキン
誰にも真似のできない、カーネル・サンダース秘伝の「オリジ
ナルチキン」を食べれるのはケンタッキーフライドチキンだけ
です。また、ケンタッキーのアプリを会員登録して、会計時に
ご提示いただくと、ステージによってお得な特典が配信されます。
ぜひ、お得な特典をゲットしてください。

親子丼 唐揚げを中心としたボ
リューム満点の商品を提供し
ています。お客さまのご来店を
心よりお待ち致しております。

とりきち
TEL.0562-57-2330
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

スガキヤスガキヤ
TEL.080-6993-9367
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

創業60年のオリジナル和風と
んこつスープ 名古屋で生まれ
て60年のスガキヤは、オリジナ
ル和風とんこつスープが人気
の秘密。ぜひお試しください。 TEL.0562-38-5579 ●WAONPOINT：使用可  

パルメナーラ
イタリア産巨大チーズ「パルミジャーノ・レジャーノ」をたっぷり
使用したオリジナル製法のカルボナーラ、その名も「パルメ
ナーラ！」土鍋であつあつ！生パスタは無添加の自家製麺。
ソースのからみも良く、もちもち食感は女性に大人気です！ 
パルメナーラをお楽しみください。

●テイクアウト：可能 

スターバックス
コーヒー １F

シアトル生まれのスペシャルティ コーヒーストア。エスプレッソを
ベースにしたバラエティ豊かなドリンクやペストリーをお楽しみいただ
けます。また、コーヒー豆やマグカップなどのオリジナル商品も多数
取り揃えております。２F東浦中ドオリ店では吹き抜けにはテラス
席を設け、陽だまりを感じながらカフェをお楽しみいただけます。

TEL.0562-82-2723

東浦中ドオリ店 2F

スターバックス
コーヒー
東浦中ドオリ店 2F
TEL.0562-57-9733

●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可

果汁工房果琳果汁工房果琳
１F

マイスターが厳選したフルーツを使用しオーダーを頂いてから
作るフルーツ専門店生まれのジュースバー。フルーツ本来の
おいしさと栄養がいっぱいの作り立てジュースで感動と健康
をお届けします。

TEL.0562-57-9629

果汁工房果琳
＋plus 2F
果汁工房果琳
＋plus 2F
TEL.0562-57-5432

TEL.0562-85-7177
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

TOBUPARA+cafe Quokka
特製ハンバーガーや選べるフライドポテトなどの軽食の他、もち
もち生地にエスプーマを使用した口溶け軽い生クリームたっ
ぷりのワンランク上のクレープ、18種類から選べるなまとろジェ
ラートなど季節限定のスイーツもお楽しみいただけます。

TEL.0562-82-2330
●キッズメニュー：あり ●テイクアウト：可能

マクドナルド
おいしい!楽しい!バーガーのある毎日。マクドナルドは、来店され
るすべてのお客さまに、いつでも最高のお食事体験を提供する
ことを目指しています。

TEL.0562-57-0227
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

リンガーハット
「長崎ちゃんぽんを世界の日常食に」を合言葉に全国に600
店舗を展開する「長崎ちゃんぽん」の専門店です。7種類の国
産野菜を480g使用した「野菜たっぷりちゃんぽん」がおすすめ
です。安心・安全でおいしい日本の野菜を召し上がれ！

TEL.0562-38-7677
●テイクアウト：可能 

築地銀だこ
外はパリッ、中はトロッ、タコはシャキッ！ 自信作、江戸前たこ焼 厳選
されたこだわりの食材と熟練した技術が「銀だこ」独特の味と食感
を生み出します。パリッとした皮。トロッとした中身。噛むたびに
おいしい大粒の刺身用真だこ。築地魚河岸の活気に満ちあふ
れた雰囲気でつくる江戸前たこ焼を是非ご賞味ください。

サーティワン
アイスクリーム
1,000種類以上のフレーバー
から、季節に合った31種類の
アイスクリームをご用意しており
ます。

TEL.0562-85-4931
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

TEL.0562-84-0868
●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可

丸亀製麺
本物のうどんのおいしさをセルフ形式で提供する讃岐うどん専門
店です。厳選した国産小麦を使用し各店舗に設置した製麺機で
「打ちたて」、「ゆでたて」を実現しています。また、オープンキッ
チンを採用し、お客さまの目の前で調理を行うなど、「手づくり感」、
「できたて感」を感じていただける臨場感あふれる店舗です。

TEL.0562-84-6605
●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可 

肉のヤマキ商店
店内で丁寧に切ったお肉を、お客さまの目の前で豪快に炭火
で炙った焼肉丼。香ばしい炭火の香りと自家製のタレの味が
絡み、お腹も心も大満足できるお店です。

TEL.0562-38-5087
●テイクアウト：可能 ●WAONPOINT：使用可

牛カツ専門店 京都勝牛
牛カツ専門店「京都勝牛」京都発、先斗町に本店を構える
牛カツ専門店。「牛カツを新たな日本食のスタンダード」を
目標に掲げ、牛カツ専門店のリーディングブランドとして全国
に約50店舗・海外に10店舗以上を展開。

TEL.0562-57-7873
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

三田製麺所
老若男女、3世代で食べていただけるよう、出汁にこだわった
濃厚スープと、芳醇な小麦の香り、もちもちの食感を楽しめる
極太麺。全ての素材とそのバランスにこだわった濃厚豚骨
魚介つけ麺をどうぞご賞味下さい。

とんかつ 和話
TEL.0562-57-1370
●キッズメニュー：あり
●テイクアウト：可能
●WAONPOINT：使用可

厳選された豚肉をカットからパン
粉づけまで手作りの絶品とんか
つを提供しています。またテイク
アウトコーナーではとんかつのお
弁当多数ご用意しております。

TEL.0562-57-5155
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

おひつごはん 四六時中
さまざまな具材をおいしいごはんとともに。そんな思いで生まれ
た四六時中のおひつごはん。一杯目はそのまま、二杯目はおひ
つ香味といっしょに、三杯目は白だしでお茶浸け風に。ひとつで
三度楽しめる味わい方をご賞味ください。

TEL.0562-82-2915
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

廻鮮 江戸前すし 魚魚丸
三河湾と伊勢湾の地魚と、全国のうまい魚介類を市場より毎日
直送のグルメ回転すしです。三大名物は、まぐろ、焼玉子、焼穴子。
焼玉子と焼穴子はご注文いただいてから焼き上げます。店内の
藁焼きコーナーでは、カツオや旬のネタを藁の炎で調理致します。

TEL.0562-57-3008
●キッズメニュー：あり●テイクアウト：可能●WAONPOINT：使用可

紅虎餃子房
中国の家庭で食べる親しみやすいお味を皆さまにお届けいたします。 
『名物 鉄鍋棒餃子』、『大餃子』など自慢の餃子をはじめ、 開店
以来の人気者『黒酢の真っ黒スブタ』『四川タンタン麺』。週末は
家族でのお食事やデートなどなど。ぜひご来店くださいませ。

TEL.0562-82-3263  ●テイクアウト：可能

グランブッフェ
「自由に選んで自由に楽しむ」をテーマに、60種類以上の世界の
料理とスイーツがお楽しみいだだけるブッフェレストランです。
お子さまに人気の自分で作るラーメン、パスタ等、和洋中バリエー
ション豊かな料理をご提供いたします。自分で作るスムージーや
サラダなどもご用意いたしました。ご家族、皆さまでご利用ください。

フードコート

38
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東浦町
飲食店MAP

まだまだあるぞ
地元メシ！！

うらメシ！

中華

カフェ・喫茶店 P2～4

1 カフェしょぱん東浦店 TEL.0562-85-1122

2 カフェヨシノ 東浦店 TEL.0562-84-0880

3 おぱんで豆蔵東浦店カフェ TEL.0562-84-3210

4 Cafe Leaf TEL.0562-83-3002

5

6

茶亭 瀧春 TEL.0562-85-0500

7

メイフェア TEL.0562-84-5515

8

シーダーハウス TEL.0562-84-8687

9

ル・ブラン・ネージュ TEL.0562-34-2639

10

ジュンネ TEL.0562-83-1389

喫茶 風見鶏 TEL.0562-83-9541

11 カラオケ喫茶コロン TEL.0562-85-5640

12 かくれ葉葉 TEL.0562-83-0518

ラーメン・カレー
34

35 麺屋 希楽夢 kiramu

俺豚骨らーめん代吉 TEL.0562-51-0724

36 カレーハウスCoCo壱番屋 東浦店 TEL.0562-84-4801

37 ルンビニカレーハウス TEL.0562-84-3348

29 中華料理 永亜 TEL.0562-84-6889

30 新中華料理 長楽 TEL.0562-84-6669

31 さだの苑 TEL.0562-83-6959

38 イオンモール東浦

32 ファミリー中華 ふーみん TEL.0562-34-3717

33 台湾料理千客萬来 東浦店 TEL.0562-84-8318

ランチ・イタリアン P5～6

13 食堂ひとつむぎ TEL.0562-85-3982

14 葉菜 TEL.0562-38-6151

15 地域の縁側 グリーン・ラソ TEL.0562-84-7836

16 ひかりのさとファームレストラン TEL.0562-84-4389

17 ピノノアール TEL.0562-84-5333

18 Soul Foods TEL.0562-85-9796

19 片喰cafe TEL.0562-84-3866

20 地域の縁側 喫茶ラソプラザ TEL.0562-22-2005

焼肉・ハンバーガー
26 旨焼肉一 Ichi TEL.0562-84-4545

27 あみやき亭 東浦店 TEL.0562-83-4129

28 モスバーガー 東浦店 TEL.0562-82-1010

尾張森岡駅

緒川駅

東浦町役場

石浜駅

東浦駅

JR 武豊線

知多半島道路
東浦知多 IC

名鉄 東浦中

緒川小

森岡小

北部中

片葩小

石浜西小

生路小

東浦高

藤江小

西部中

卯ノ里小

森岡
コミュニティ
センター

緒川
コミュニティ
センター

石浜
コミュニティ
センター

生路
コミュニティ
センター

藤江
コミュニティ
センター

卯ノ里
コミュニティ
センター

巽ヶ丘駅

1

2

10

7

3

12
11

8

9

4

56

17

18

19
20

15

16

13

14 34

37

29 38

32

33

30

21

24

23

25

28 27

26

22

36

35

31

皆さまのお越しをお待ちしております！

和食・居酒屋

P9

P10

P11～12

P8

P7～8

22 紘呂寿し TEL.0562-84-0567

23 割烹お田゛ TEL.0562-83-7858

24 和食 めん処 都やこ TEL.0562-83-9860

25 志茂川 TEL.0562-83-2406

21 ちゃんこ鍋 照国 TEL.0562-84-6983


