
宇和島市祝森甲 4580-1
TEL：0895-27-1788

カツ丼  800 円
親子丼  750 円

山男食堂

宇和島市津島町高田甲 567
TEL：0895-49-1317

幕の内弁当 540 円～
おかずのみ 360 円～

あすも

宇和島市津島町高田甲 280-2
TEL：0895-32-2023

絶タイ勝つ弁当 480 円
海苔弁 390 円

料理田むら

宇和島市津島町高田甲 578-1
TEL：0895-32-1618

鰹のタタキ 、刺身の盛り合わ
せ、イカ、あじ　など

坂本鮮魚

宇和島市吉田町立間 2-1050-5
TEL：0895-52-0489

宗純餅 500g   1,080 円
    　　 1000g 2,160 円

元祖キリン堂

宇和島市吉田町東小路 170-2
TEL：0895-52-3782

創作日替わり弁当 600 円

台湾創作キッチン Ryu※要予約

宇和島市本町追手 1-1-9
TEL：090-8286-9152

お弁当各種　540 円～
ソフトクリーム　350 円

H＆Mカスタム

宇和島市中央町 1-7-19 松花ビル 1F
TEL：0895-26-2919

黒毛和牛焼肉丼  780 円
大人気！牛タン 10 枚丼 980 円 

炭火焼肉 1129

宇和島市川内 962-6
TEL：0895-22-0230

幕の内弁当  510 円
日替弁当  400 円～

なかつ屋

移動販売 ( 市内 / 鬼北 )
TEL：090-8698-4245

各種スイーツ  150 円～
サンドイッチ  250 円～

Bread Sun

宇和島新町 1-7-11 やなぎ小路 1ｆ-1ｃ
TEL：0895-25-4470

チャーシュー丼 500 円
カツサンド 700 円

らーめんメデタシ

宇和島市弁天町 ( きさいや広場内 )
TEL：0895-23-7328

じゃこカツ 100 円
たまごコロッケ　100 円

東海林鮮魚店きさいや広場店

宇和島市弁天町 ( きさいや広場内 )
TEL：090-4788-9234

海鮮のっけ丼  750 円
ねぎとろ丼  500 円

宇和海前　わびすけ

宇和島市弁天町 ( きさいや広場内 )
TEL：080-2990-7890

日替わり弁当 500 円
特製のり弁 380 円

食のひろば　ほづみ亭

宇和島市朝日町 1-4-11
TEL：0895-22-0762

お好み焼き 600 円～
ハンバーグロコモコ 750 円

おこのみかふぇMoCo

宇和島市恵美須町 1-2-10
TEL：090-8284-7484

愛情たっぷりお弁当　500 円
オードブルご予算に合わせます

遊食家 福 DON

宇和島市新町 1-9-2
TEL：0895-23-2883

吟鰤のたたき丼 500 円
エビチリ丼 400 円

食の幸　ひだまり

宇和島市曙町 4－21
TEL：0895-25-5939

中国亭

中華盛合わせ特大  10,000 円
弁当 700 ～ 1,950 円 

宇和島市恵美須町 2-6-5
TEL：0895-28-6488

カニレタスチャーハン 700 円
チューリップフライ　600 円

夢むすび

宇和島市丸之内 1-1-5
TEL：0895-28-6234

おでん盛り合わせ 800 円
おでん屋の本気の牛すじカレー 600 円

おでん酒庵すぎのこ

宇和島市鶴島町 9-5
TEL：0895-22-8288

まえの

ざるそば ( つゆ付 ) 700 円
かけそば ( 出汁付 ) 700 円

宇和島市高串 1-534-18
TEL：0895-22-1088

焼肉　慶州

カルビ丼 880 円
焼肉持帰りは ALL10% OFF

宇和島市中央町 1-9-18
TEL：0895-22-4966

おまかせ焼鳥 10 本セット 1,200 円
20 本セット 2,300 円

炭火焼鳥一揆

宇和島市新町２-6-1
TEL：080-1991-1690

札幌チキンスープカレー 780 円
テリマヨちきんバインミー 550 円

HOKU

宇和島市中沢町 2-3-7
TEL：0895-26-2626

バニラさんのまかない BENTO 480 円
ロコモコ BENTO 500 円

CAFE VANILLA

宇和島市栄町港 3-3-10
TEL：080-4037-3178

おつまみ 2品 300 円
おつまみ 5品 580 円

うさき家

宇和島市内 ( 要問合せ )
TEL：090-2822-3918

島ランチボックス 770 円

nicco

移動販売 /デリバリー
TEL：090-5141-9264

ピザ各種  500 円
菓子パン総菜パン 120 円～

石窯おこや

宇和島市中央町 1-6-11
TEL：0895-28-9770

ハイスタ特製
ゴロゴロチキンカレー 500 円

ハイボールスタンド

宇和島市新町 2-9-18 2 階
TEL：0895-49-3705

お弁当各種 500 円
和牛スジコン味噌煮込み 500 円

おでんと串しゃぶ  蔭や

宇和島市津島町高田甲 587
TEL：0895-32-4119

唐揚弁当　600 円
幕の内弁当　600 円

下北プリン

宇和島テイクアウト情報

新型コロナウィルスの状況の変化により、営業時間や内容に変更がある場合があります。
各店舗の SNS で最新情報を確認頂くか、できるだけお電話での事前予約にご協力をお願いします。

お家でゆっくり食事を楽しむ時間を作りませんか。

※2020/05/17 時点

美味しいものを食べて、
頑張っている飲食店を
みんなで応援しよう！https://uwajima-takeout.jimdofree.com/

　宇和島らへんテイクアウト応援プロジェクト

　＜運営事務局＞宇和島市観光物産協会 (0895-22-3934)　　＜後援＞宇和島市

掲載費無料

お店の詳しい情報はサイトへアクセス！

掲載店も募集中



宇和島市新町 1-5-20
TEL：0895-23-3193

玉子焼き 400 円
串盛  800 円

遊楽

宇和島市中央町 2-4-6
TEL：0895-49-3506

ハラミステーキ丼ダブル 1,800 円
冷凍ドリア 各 550 円

KITCHEN NICORI

宇和島市丸之内 5-8-7
TEL：0895-22-1114

きざみ唐揚げ弁当 500 円
骨付鳥弁当 ( 親鳥 / ひな鳥 ) 1,160 円

骨付き鳥 四季

宇和島市丸之内 1-2－24
TEL：0895-23-0500

鯛めしとアコヤ貝貝柱のかき
揚げ弁当　1,500 円

宇和島リージェントホテル　
町家カフェ「鎌倉」

宇和島市丸之内 5-2-14
TEL：0895-22-3190

ランチ弁当おにぎり１個入 340 円
ランチ弁当おにぎり２個入 490 円

おむすび ふる里

宇和島市中央町 1-1-8
TEL：0895-25-0003

チキン南蛮弁当  850 円　
彩り野菜と海老天弁当 880 円

海鮮居酒屋がいや

宇和島市恵美須町 1-2-6
TEL：0895-20-1007

ヱビス特製ハンバーグ 1,000 円
なつかしのオムライス 900 円

ビストロヱビス

宇和島市明倫町 5-6-19
TEL：0895-23-5718

おいしいモツ鍋 1,800 円～
特製ちゃんこ鍋 1,800 円～

拾八番＆Santa

宇和島市中央町 1-7-16 
TEL：0895-65-9923

ランチボックス 1,200 円～
ディナーボックス 3,300 円

oro de Ocho

宇和島市新町 2-3-8
TEL：050-3464-9477

はなたま弁当　850 円
先着 10 名の方のみ 500 円で大サービス！

ほづみ亭

宇和島市寿町 2-3-6
TEL：0895-22-1685

肉玉そば・うどん 650 円
持ち帰り用のパック代 1個につき +55 円

B クイック

宇和島市本町追手 2-4-9
TEL：0895-22-0594

地中海ピザ 1,188 円
パエリア 1,728 円

レストラン蛮　 ※要予約

宇和島市寿町 1-1-20
TEL：090-7148-2830

サムギョプサルセット 900円 (1人前)
トッポギ 550 円

菜々彩のシンバ

宇和島市錦町 10-1
TEL：0895-23-6111

シャリアピンステーキ弁当 1,250 円
シレーヌ弁当 ( 週替わり）650 円

JR ホテルクレメント宇和島
レストランシレーヌ

宇和島市弁天町 ( きさいや広場内 )
TEL：090-8286-9152

本まぐろねぎトロ丼 700 円
鯛めしセット 750 円

秀長水産きさいや広場店

宇和島市丸之内 2-1-24
TEL：0895-22-2878

特製二重弁当 5,000 円～
お弁当 2,000 円～

懐石料理みよしの　※要予約

宇和島市鶴島町 5ｰ19
TEL：0895-25-3551

手羽先 450 円
焼き鳥 10 種 ( 各 1本 )1,400 円

焼鳥 阿呆鳥

宇和島市中央町 1-７-17
TEL：0895-49-3607

天丼弁当 800 円
とり天丼弁当 750 円

天麩羅　天よし

宇和島市鶴島町 4-10
TEL：0895-26-2344

テイクアウトボックス 4,000 円
自家製スモークサーモン 600 円 /100g

ヴィオロンダングル　※要予約

宇和島市栄町港 1-3-5
TEL：0895-25-0955

豆乳と麦味噌のカルボナーラ 1,000 円
ナシゴレン 750 円

カフェダイニング grado.

宇和島市丸之内 1-3-2
TEL：0895-24-6698

天丼　850 円
うなぎ定食　2,300 円

海鮮割烹　一心　※要予約

宇和島市丸之内 5-4-12
TEL：0895-22-8310

うな重 3,400 円
だし巻き明太子 980 円

うわじまの料理や 有明　※要予約

宇和島市弁天町 ( きさいや広場内 )
TEL：0895-25-2502

あこや弁当 ( 日替わり ) 550 円　
パールコロッケ 155 円

あこやひめ（きさいや広場）

宇和島市野川甲 1426-1-5
TEL：080-2984-8883

日替わりレギュラー 400 円
たっぷり満足サイズ 500 円

かっかまんま

宇和島市丸之内 4-1-22
TEL：0895-22-3618

ひる限定弁当  500 円
熟成牛すじカレー  500 円

御食事処　ぼん平

宇和島市中央町 2-2-1
TEL：0895-23-3007

冷凍ふわふわ手ごねピザ 700 円
冷凍チキンのトマトバターカレー 1,000 円

ぺんぎんほてる

宇和島市中央町 2-2-6
TEL：0895-24-6055

幕ノ内弁当 500 円
オムライス 350 円

ジュテーム

宇和島市丸之内 5-2-3
TEL：0895-65-9454

イチゴショート 380 円
城下プリン 180 円

Patisseris Libra

宇和島市新町 2-6-13
TEL：0895-24-7500

豚玉 750 円～
イカ玉 750 円～

腹熟

宇和島市本町追手 2-6-10
TEL：0895-22-1321

ローストビーフ丼  1,350 円
約 10 種の海鮮丼   1,450 円

馳走 三原　※要予約

宇和島市中央町 2-3-33
TEL：0895-22-1145

チャンポン ( 小 ) 800 円
カツカレーラーメン 850 円

麺処　菊屋　 ※電話予約不可

宇和島市弁天町２-1-60
TEL：0895-24-1000

えもん寿司弁当 650 円 / 600 円
甲子園セット (20 貫 )1,400 円

回転寿司 すしえもん

宇和島市中沢町 1-5-12
TEL：0895-24-6063

餃子 6個 280 円、10 個 440 円
チャーハン 630 円

とんこつのあべ家

宇和島市栄町港 1-6-1
TEL：0895-28-9020

オードブル　3,000 円～
自家製生地の pizza1,000 円

創作居酒屋　夢の樹

宇和島市丸之内 3-7-23
TEL：0895-24-6797

唐揚げ弁当（大）　510 円
幕の内弁当（大）　510 円

タイム

宇和島市中央町 1-6-6
TEL：0895-22-1352

いちご大福 150 円
シュークリーム 200 円

木下正月堂
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