
名鉄知多半田駅周辺飲食店MAP

9：00～20：00

定休日/毎月第4水曜日

2Ｆ

1F

■知多牛 黒牛の里≪焼肉・ﾎﾙﾓﾝ≫
11：30 ～ 14：00（LO13：30）

17：30 ～ 22：00（LO21：30）

TEL：0569-21-2911

■J-DINING 仙之助≪日本料理≫
11：00 ～ 15：00

17：00 ～ 23：00 TEL：0569-24-9955

■Farm&≪レストラン≫

11：00 ～ 15：00

17：30 ～ 22：30 TEL：0569-24-5050

■BISTRO CLACITY≪ビストロ≫

18：00 ～ 21：30 TEL：0569-47-9400

■tachinomi! B-GATE≪立ち飲み居酒屋≫

15：00 ～ 23：00 TEL：0569-58-8411
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≪うなぎ≫ 一心屋 本店
休日 水曜日

時間 11：00～14：00 （L.O.13：30）

17：30～21：00 （L.O.20：30）

≪和食レストラン≫

ザ・めしや
休日 不定休

時間 11：00～24：00

≪居酒屋≫

旬彩酒家 美々
休日 日曜日

時間 18：00～24：00

(L.O23：00)

≪焼 肉≫

とんちゃん 英 半田本店
休日 日・月曜日

時間 17：30～23：00

≪和 食≫

とんかつ かつや
休日 無休

時間 7：00～24：30

㉖
≪喫茶店≫

リヨン（雁宿ホール内）

休日 第3月曜・火

時間 9：00～20：00

TEL：0569-23-4848

≪牛丼≫

吉野家
年中無休

≪うなぎ≫うな東
休日 年中無休

時間 11：00～14：00

17：00～21：00

≪喫茶店≫ウェッジウッド 休日 無休

時間 7：00～18：00 TEL：0569-22-3224

≪活魚料理≫

つれづれ
休日 月曜日

時間 11：30～14：00

17：00～22：00

≪回転ずし≫

かっぱ寿司
時間 11：00～23：00

≪うどん・そば≫

岡田屋
休日 木曜日

時間 11：00～20：30

③≪居酒屋≫ や台ずし
休日 無休

時間 16:00-25:00

④ ≪居酒屋≫ 酔 心
休日 日曜日

時間 16：00～23：30

⑤ ≪居酒屋≫ おいすた
休日 月曜日

時間 17：30～25：00（金・土26：00）

日は14：00～22：00

⑦ ≪焼 肉≫ 炭火焼肉 真
休日 火曜日

時間 17：00～23：00

⑬ ≪らーめん≫ しん
休日 火曜日

時間 11：30～13：45

18：30～21：30

①≪居酒屋≫

あうん屋
休日 年中無休

時間 17：00～25：30

②≪居酒屋≫

万 来
休日 水曜日

時間 18：00～24：00

⑩≪中華料理≫

龍 城
休日 不定休

時間 17：00～26：00

⑫≪らーめん≫

麺屋 轍
休日 月曜日

時間 11：00～14：00

17：00～21：00

（麺が無くなり次第終了）

⑰≪活魚料理≫

浜 潮
休日 日曜日

時間 11：00～14：00

★ご注意事項★

・お店の詳細は裏面の一覧表に記載しております。

地図番号と照らし合わせてご確認ください。

・掲載内容は変更されている場合もございますので、

直接お店にご確認ください。

・地図は一部省略しております。予めご了承ください。

・飲酒運転は法律で禁止されております。

お酒を飲まれましたらお車の運転は絶対にしないよ

うにお願いいたします。

≪焼肉≫

トンチャンバール
時間 17：30～23：00

≪CAFE＆BAR≫

BOARDING GATE

時間 11：00～23：00

≪焼肉≫とり焼 英
休日 日、第1・3月曜日

時間 17：00～23：00

≪とんかつ≫八千代
休日 水曜日 第2.4火曜日

時間 11：30～14：00

17：30～20：30

≪日本料理≫古扇楼
休日 日曜日・祝

時間 11：30～14：00
（お昼は火～金のみ）

17：30～22：30

⑲≪日本料理≫ 宮藤
休日 月曜日

時間 17：00～23：00

㉔≪寿司≫江戸っ子寿司
休日 日曜日

時間 17：00～24：00

≪中華料理≫

中國菜 神谷（要予約）

休日 火曜日

時間 11:00～14:00

≪うどん≫成田屋
休日 日曜日・祝

時間 11：00～15：00

17：00～21：00
（土日祝は20：00迄）

≪いわし料理≫

円 芯
休日 日曜日・祝

時間 11：30～13：30

17：30～21：00

≪そば≫

古窯庵
休日 月曜日

時間 11：30～14：00

17：30～21：30

≪酒販売≫ リカーマウンテン

休日 無休 時間 10：00～20：00

≪ドラッグストア≫

スギ薬局
休日 無休

時間 9：00～23：00

TEL：0569-24-4189

≪カラオケ≫ ●

コートダジュール

③

≪ドラッグストア≫

ドラッグセイムス
休日 無休

時間 9：00～22：00

TEL：0569-24-4189

≪コインランドリー≫

あわ玉
休日 無休

時間 24時間営業

≪焼 肉≫

コンヴィヴィアリテ
休日 水曜日

時間 11:30～14:30

18:00～24:00

≪居酒屋≫ 志乃

時間 17：00～23：00

≪寿司≫ 気楽すし

時間 17：00～23：00

≪からあげ弁当≫ ラオウ 休日 月曜日

時間 11：00～20：00 TEL：0569-21-2457

店内でイートイン可。



※記載内容は変更されていることもございますのでご注意ください。

ジャンル № 店舗名 営業時間 定休日 徒歩 ℡(0569) おすすめメニュー / ワンポイント

1 あうん屋 真心軒 17:00-25:30 年中無休 約 4分 22-7387 名古屋名物『手羽先の唐揚げ』『味噌串カツ』『海老フライ』『海老天むす』

2 万来 18:00-24:00 水曜 約 4分 26-0460 名鉄知多半田駅前の居酒屋､名物串カツ! 『名古屋の味 みそ串カツ』

3 や台ずし 16：00-25:00 無休 約 2分 21-0789 鮮度にこだわる握り寿司１貫が59円（税抜）から。職人が一つ一つ丁寧に握る本格寿司居酒屋のお店！

4 酔心 16:00-23:30 日曜 約 2分 26-6707 手料理がうれしい家庭的なおもてなしのお店､お酒の品揃えもバッチリです。

5 おいすた 17:30-25：00 月曜 約 5分 84-0332 2017年9月29日オープン。牡蠣専門の居酒屋

11 旬彩酒家　美々 18:00-24:00 日要 約8分 47-8119 旬の食材をふんだんに使う創作和食居酒屋です!

7 炭火焼肉 真 17:00-23:00 火曜 約 4分 25-3181 店内は30席ほどのお店です｡ 『ネギタン塩』､『塩牛ホルモン』など

8 ﾄﾝﾁｬﾝﾊﾞｰﾙ 17:30-23:00 不定休 約30秒 89-7144 新鮮な白ホルモンなどの内臓系から豚トロ、牛カルビ、サラダバーや飲物類など豊富なメニューを安価な価格帯で提供しています。

9
あみ焼とんちゃん

英 17:30-23:00 月曜/日曜 約 6分 22-1629 自慢のとんちゃんは塩・味噌・辛味噌の3種類の味があります。

中華料理 10 龍城 17:00-26:00 不定休 約 3分 32-9434 本場中国人経営の中華料理店，お一人様からファミリーグループまで気楽にどうぞ。

12 麺屋 轍(わだち) 17:00-21:00 月曜 約 4分 23-3458 雑誌にも掲載された噂のつけ麺＆ラーメン (麺切れ・スープ切れなどのため、早じまいすることがございますが、ご了承ください。)

13 らーめん しん 18:30-21:30 火曜 約 4分 25-3181 9席ほどの小さなお店です。豚骨ベースのラーメン屋さん

14 岡田屋 17:00-20:30 木曜 約 8分 21-7286 店内はテーブル席･座席の他にカウンター席がありますので1人の方でも気軽に食事できます。名古屋名物『味噌煮込うどん』

15 成田屋 17:00-21:00 月曜 約10分 21-1631 八丁味噌に秘伝の合わせを加えた特製味噌と独自のだし汁でできた味噌煮込が№1。

16 古窯庵 17:30-22:00 月曜 約 8分 26-2225 「ひきたて、打ちたて、茹でたて」にこだわる石臼挽き自家製粉の本格的蕎麦屋さん。

17 浜潮 17:00-21:30 日曜 約 5分 21-3408 活魚一品､豊浜港直送の鮮魚料理。旬のかき揚げや刺身、煮魚などネタの鮮度は抜群！

18 つれづれ 17:00-22:00 月曜 約 9分 21-5843 知多半島の漁港より毎日仕入れる鮮魚。5ｔのいけすは店の自慢です。 『海鮮丼(茶碗蒸し･赤だし･香の物･ﾃﾞｻﾞｰﾄ付)』､『海老フライ定食』

19 宮藤 17:00-23:00 月曜 約 5分 23-0688 気の会う仲間とおいしい魚を食べるにはぴったりなお店です。お好みのものを選んで頼め、季節感のある素材や珍しい素材も楽しめます。

20 古扇楼 17:30-22:30 日曜/祝日 約 5分 21-0043 季節の素材を取入れ､真心のこもったお料理をご提供。会席料理､一品料理も楽しめます。

いわし料理 21 円芯 17:30-21:00 日曜/祝日 約10分 21-2882 知多半島唯一のいわし料理専門店。 大好評『いわし松セット』

22 一心屋 本店 17:30-21:00 水曜 ﾎﾃﾙ前 21-0365 創業70年 半田老舗うなぎ屋､備長炭で焼き上がる本物の味をご堪能下さい。 『ひつまぶし』､『うなぎ丼』

23 うな東 17:00-21:00 年中無休 約 9分 24-5710 浜名湖産うなぎと有機特選米を使用。 石釜ならではの香ばしさをお楽しみください｡→名物『石釜まぶし』

24 江戸ッ子寿司 17:00-24:00 日曜 約 4分 22-0846 天然の素材にこだわる関東風のお店､旬の味をごゆっくりお楽しみください。

25 かっぱ寿司 11:00-23:00 不定休 約 9分 25-7380 かっぱ寿司のお寿司は1皿100円（税抜）～。全国回転寿司チェーン店。

26 かつや 7:00-24:30 年中無休 約 7分 25-1202 サクサクやわらかボリューム満点のとんかつ。他フライメニューあります。

27 ザ･めしや 11:00-24:00 不定休 約 8分 23-8581 ザ･めしやは和食カフェテリア方式です。入店して好きなものをトレイに取ったらすぐにお食事を始められます。

28 八千代 17:30-20:30
水曜

第2･4火曜 約 5分 21-2092 『名代とんかつヒレ』や『とんかつコース』など。

牛丼 29 吉野家 24時間営業 年中無休 約10分 25-0629 「うまい･安い･早い」がモットーの全国牛丼チェーン店｡

寿司

お食事処
とんかつ

名鉄イン知多半田駅前周辺 飲食店一覧表

焼肉

らーめん

居酒屋

うどん･そば

活魚料理
日本料理

うなぎ


