
（地区別・五十音順・7月28日現在）

店舗名 住所 電話（0569）

味工房 大徳 内海字小桝70 62-2262

魚半 日吉苑 内海字揚西40-55 62-2088

うさぎ小屋 内海字西浜田49 62-3289

内海温泉 いち豆 内海字新田48-1 62-1126

うつみ食堂 内海字城下66-3 64-0555

海の幸 魚虎 内海字中之郷112-3 62-0395

海のしょうげつ 内海字前山80 62-3960

お食事処 お宿 しぼりや 内海字小桝40 62-1170

オテル・ド・マロニエ 内海温泉 内海字小桝40 62-3255

オフィスＮＩＫＯ こりん 内海字先苅171-4 62-1722

カフェ アイコボ（ペット同伴可） 内海字長城21-8 77-3939

カラオケサロン オリーブ 内海字先苅171-4 62-2195

喫茶かもめ 内海字先苅155 62-2209

喫茶・中華さち 内海字小桝104-7 62-0614

九州ラーメン 福寿 内海字亥新田96-2 62-2983

ゲストハウス やどかり 内海字山尾81-1 76-2787

ＴＨＥ ＢＥＡＣＨ ＫＵＲＯＴＡＫＥ 内海字口揚4-6 62-2111

サポートイン南知多 内海字一色36 89-8011

三晴楼 内海字亥新田2-1 62-0062

山野草 内海字北向86-1 62-2020

地場鮮魚 小枡園 内海字小桝95-1 62-3400

清水荘 内海字浜岡部4 62-1132

深海 内海字一色107-1 62-3113

鮨・和食処 みなみ 内海字内塩田9-10 62-1315

ステーキハウス ロック 内海字一色36 64-1555

スナック 壹番館 内海字先苅188 090-1983-6563

大東旅館 内海字一色70 62-3111

ダーツ＆カラオケ Ｓ.Limｉ（エスリミ） 内海字先苅171-4 62-2180

知多牛工房牛小屋 焼肉ハウス 内海字風呂谷3-3 62-2966

知多の魚と割烹温泉宿 佐宗 内海字小桝149-1 62-0254

中華料理 やまはん 内海字亥新田54-1 62-0809

ちょっくら 内海字先苅188 62-1903

東明楼 内海字浦向54-3 62-0816

南知多町プレミアム付食事・宿泊券取扱店舗一覧

内　海　地　区



とろぷる 内海字浜岡部19-2 62-1132

浜辺のホテル 松涛 内海字新田64-1 62-0777

ビアシティ南知多 内海字口揚4-1 64-0247

Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｐａｓｓｏ Ａｖａｎｔｉ 内海字小桝82-1 62-3371

びわカフェ 内海字亥新田99-1 090-1750-0468

ペンション 又左ェ門 内海字西端後34 62-2308

ホテルフラワーラウンジ うつ海 内海字西郷27-1 64-1333

BOBO'sKITCHEN（ボボーズキッチン） 内海字先苅196-2 89-7550

豆千 待月 内海字新田65 62-0044

豆千 本館 内海字東浜田20 62-3385

万福 内海字先苅171-4 62-2621

南知多観光ホテル 大新 内海字一色68 62-2211

みなみ荘 内海字中前田147-1 62-0099

民宿 ウサミ 内海字新田85 62-0077

モスバーガー内海店 内海字亥新田119 62-3339

焼肉 大笑 内海字南浜田48-1 62-2229

料理旅館 はしもと 内海字一色54 62-0190

旅館 かねもと 内海字西郷7-2 62-2411

旅館 二見荘 内海字小桝140 62-0136

レストラン ミヤ　 内海字亥新田94-2 62-1234

いいね！ホテルレシーア南知多 山海字高座41-35 62-2400

お食事 十一家 山海字荒布越150-3 62-1511

海栄館 鯱亭 山海字屋敷101 62-2525

カフェレストラン シーサイドカプリ 山海字高峯3-4 62-3791

グランドホテル 山海館 山海字橋詰29-5 62-0218

源氏香 山海字屋敷103 62-3737

ココジャングル 山海字西松相46-1 62-0073

参平 山海字後田11-3 62-1212

粛 海風 山海字高峯3-1 62-2222

スインセリティ 山海字松生12-1 62-2701

照海 山海字高峰5-2 62-2105

とんぱ～れ 山海字橋詰3 62-0810

内藤屋 山海字荒布越130 62-0542

葡萄屋 山海字橋詰59 マリンシャトー山海 62-3593

ＭＡＲＵＨＡ　ＲＥＳＯＲＴ　まるはドライブイン内海店 山海字高峯9-1 64-0333

リッコカフェ 山海字長坂78 090-8555-2307

山　海　地　区



東屋 豊浜字東之浦10 65-0771

活魚の味里 豊浜字峠15-1 64-3588

磯波 豊浜字下大田面2-2 77-2051

市五郎 豊浜字半月11 65-0188

市場食堂(魚ひろば内) 豊浜字相筆33魚ひろば内 65-2766

カフェ・ド・パル 豊浜字中町16-7 65-0107

カフェレスト・つみ木 豊浜字中村39-1 65-1110

㈱豊半 豊浜字相坂井9-1 65-0034

ｶﾗｵｹBox ﾐｭｰｼﾞｯｸRoom　Ｍ・Ｌｉｍｉ(ｴﾑﾘﾐ) 豊浜字中町8-3 84-8228

喫茶　なみじ 豊浜字鳥居121 65-0507

キッチン伊三郎(魚ひろば内) 豊浜字相筆33魚ひろば内 65-1470

キッチンカー　よごべぇ 豊浜字新居65-1 65-2078

菜食酒房　寿 豊浜字長命寺1-20 65-0194

田中屋旅館 豊浜字打合4-27 65-0146

中華菜館　チャナ 豊浜字中町15-1 65-3910

ブランシュール 豊浜字中町2-10 65-2564

まるは食堂旅館 豊浜字峠8 65-1315

まるは本館(まる本) 豊浜字中村80 65-0814

港寿司 豊浜字半月12-13-3 65-0129

めん処　七福 豊浜字長命寺44-12 65-1118

焼肉・中華の南京飯店 豊浜字月之浦1-23 65-1360

好生(魚ひろば内) 豊浜字相筆33魚ひろば内 65-1464

レストラン望 豊浜字鳥居56-5 65-1286

魚料理　杉 豊丘字神戸46-17 65-2774

ナイス ウェーブ カフェ 豊丘字かに川105 64-3007

ぽんかふぇ 豊丘字山田37 65-0964

あげ丼　CHAYA　よし 大井字浜辺31-1 63-2777

喫茶　ﾍﾞｲ・ﾅﾝﾅﾝ 大井字高辺12-16 63-1441

サニーズ南知多店 大井字真向8-5 090-5611-9046

ダイニングキッチンもぐもぐ 大井字北側18-2 63-2111

大漁園 大井字間哉24-39 63-2288

望洋 大井字小海田4-1 63-1197

ボンボヤージュ 大井字西園160 47-5778

満ちゃん 大井字南側61 63-1840

三好屋旅館 大井字真向乙51番地 63-0303

大　井　地　区

豊　浜　地　区

豊　丘　地　区



やなぎや 大井字真向46-1 63-0351

Yamabiko(やまびこ） 大井字真向32-2 63-1853

活魚料理　鮨処　ちなみ 片名字新師崎19-13 63-1568

大友 片名字新師崎7-4 63-0266

観光ホテル　やまや 片名字新師崎22-3 63-1090

来流魚 片名字黒地38-2 63-2832

魚料理　魚鶴 片名字新師崎5-7 63-0926

崎っぽ料理の宿　松新 片名字新師崎16-7 63-1173

七右衛門 片名字新師崎47 63-0250

食事処　かねだい 片名字新師崎7-8 63-0670

のみ処　だるま 片名字新師崎23-27 63-1410

はま美　新館 片名字新師崎43 63-3033

はま美　焼肉 片名字新師崎2-36 63-0426

まるは別邸　はずのほし 片名新師崎48 63-0880

岬だより（キッチンカー） 片名字黒地14-8 63-2348

朝日屋 師崎字朝日町2-35 63-0089

活魚の美舟 師崎字茱萸木１２ 63-2200

かね万別館 師崎字的場2 63-0215

魚貝料理　丸誠 師崎字林崎106 63-4131

ことぶ喜 師崎字天神山16-1 63-0464

清水屋・ケープタウン 師崎字向島14-2 63-0024

商工社 師崎字天神山9 63-0012

ちりめん工房　ｼﾞｬｺﾃﾞｽ 師崎字高岩29-6 63-0203

ひさや 師崎字林崎125 63-2340

味里 師崎字明神地先 63-0090

Aina café OHANA 篠島字弁財31-27 090-4869-1040

あつ美やﾏﾘﾝﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ・ちりめん亭 篠島字浦磯1-123 67-2266

＆しらす食堂2929 篠島字浦磯1-201 67-2929

潮幸 篠島字浦磯1-30 67-2820

篠島　香翠荘 篠島字堂山81-1 67-2023

篠島観光ホテル 篠島字赤石33 67-2039

篠島　高峰荘 篠島字棚橋13 67-2119

篠島の宿　ギフヤ旅館 篠島字赤石48 67-2029

篠島漁師民宿　福島屋 篠島字神戸193 67-2197

篠島料理　民宿　湧泉 篠島字浦磯1-136 67-2742

片　名　地　区

篠　島　地　区

師　崎　地　区



食事処　仁 篠島字浦磯1-10 67-2816

城寿司 篠島字神戸32 67-2011

たから舟（魚菜食堂） 篠島字浦磯4-21 67-2024

渚の宿　南風 篠島字堂山81-5 67-2240

ニュー旭 篠島字浦磯1-122 67-2920

浜辺の宿　大舟 篠島字神戸299-18 67-2132

ホテル海原 篠島字赤石28 67-2043

真砂 篠島字神戸301-7 090-2772-9765

真砂　悠々庵 篠島字弁財6-2 67-2740

丸万 篠島字神戸305 67-2738

萬蔵 篠島字浦磯1-40 67-2418

民宿　あきら 篠島字浦磯4-32 67-2690

民宿　岬　※完全予約制 篠島字浦磯1-143 67-2536

漁師の宿　おかだ 篠島字神戸220-2 67-2257

春夏冬 日間賀島字一本松51 68-3022

綱元旅館　中平 日間賀島字小谷42 63-2013

活魚料理宿　あさ喜 日間賀島字上海19 68-2054

癒しの宿　風車 日間賀島字下海47 68-2149

栄五郎寿司 日間賀島字高野谷20-1 68-2313

御やど　乙姫 日間賀島字西浜12 68-2107

かちま荘 日間賀島字下海36-37番地 68-2131

角晴 日間賀島字西浜14番地 68-2262

cafe west 日間賀島字新井浜61-2 68-2405

KITCHEN　macha 日間賀島字西浜2 68-3113

金華荘 日間賀島字上海38 68-2510

小浜荘 日間賀島字小谷34 68-2501

Sun海楽 日間賀島字西浜21-22 68-2183

ｻﾝﾎﾃﾙ　大陽荘 日間賀島字永峯4番・5番合地 68-2206

島灯りの宿　とく川 日間賀島字久渕道下21 68-2074

島ｶﾌｪ　Barca 日間賀島字小戸地72 68-2389

島しらす屋　丸豊 日間賀島字広地24-1 68-2113

島の宿　あじ浜 日間賀島字上海76 68-2331

島宿うみどり 日間賀島字常山23-1 68-3001

島宿　すゞ㐂 日間賀島字浪太59 68-2644

旬味覚の宿　旅館　上海荘 日間賀島字上海48 68-2070

大海老 日間賀島字新井浜40 68-2144

たいかいろう東店 日間賀島字小戸地地先 68-3773

日　間　賀　島　地　区



ダイトメ 日間賀島字西浜11 68-3006

たくみ観光ホテル 日間賀島字西永峯38 68-2221

竹見荘 日間賀島字浦ヶ鼻4 68-2376

季の島宿　大田 日間賀島字二ツ谷36 68-2733

波香の宿　さだや 日間賀島字小谷27 68-2373

呑み喰い亭　ぽん太 日間賀島字一本松35-1 68-3003

ひかり 日間賀島字浦ケ鼻33 68-2859

日間賀観光ホテル 日間賀島字下海59番・60番合地 68-2211

日間賀島いすず館 日間賀島字新井浜15 68-2040

日間賀島　おいで屋 日間賀島字西側13 68-3939

ﾋﾏｶｰｽﾞｷｯﾁﾝ萬丸 日間賀島字里中66 090-2570-3404

ホテル晴快荘 日間賀島字上海68・69 68-2050

ホテル日間賀荘 日間賀島字龍海15 68-2311

民宿　さかげん 日間賀島字名化戸31 68-2140

民宿　庄次郎 日間賀島字新井浜59、60 68-2407

民宿　すぎ浦 日間賀島字小谷30-4 68-2648

民宿　大成 日間賀島字久渕道下51 68-2854

民宿　たかせ 日間賀島字里中49-1 68-2453

民宿　千代 日間賀島字藪ノ鼻12-1 68-2265

民宿　とくがね 日間賀島字小戸地30 68-2428

民宿　なぎさ 日間賀島字小谷1-2 68-2062

民宿　富士見 日間賀島字里中15 68-2061

民宿　ふみ 日間賀島字一本松5 68-2756

民宿　文成 日間賀島字北地4 68-2460

民宿　まりん 日間賀島字天ノ山8 68-2809

民宿　まるよ 日間賀島字一本松44 68-2404

民宿　やま平 日間賀島字中道21 68-2434

やすらぎの宿　きの助 日間賀島字浪太56 68-2448

旅館おとは 日間賀島字新井浜16 68-2057


