
店舗名 店舗名
（ふりがな）

サービス形態 店舗紹介文　(1-20文字) テイクアウト
予約要否

メニュー (5品まで) ※税込価格、テイク
アウトメニュー優先

住所 営業時間 テイクアウト用
特記時間

定休日 店舗電話番号

H＆Mカスタム えいちあんど
えむかすたむ

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

お弁当、お惣菜、唐揚げ、スイー
ツ等々、テイクアウトできます。夕
方のお惣菜も販売しております。

不要 お弁当大500円
お弁当丸450円
おつまみセット500円
ダージーパイ大500円
バブルワッフル500円

宇和島市本町追
手1-1-9

11:30-17:00 なし 火曜日※イベ
ント等出店時
もお休み

090-8286-9152

あすも あすも 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

地元の食材を使って愛情いっぱ
いお母さんの味をお届けします。

不要 幕ノ内お弁当　540円～
おかずのみ　360円～

宇和島市津島町
高田甲567

7:00-14:00 なし 土・日・祝日 0895-49-1317

炭火焼肉1129 すみびやくにく
1129

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

黒毛和牛でプチ贅沢！テイクアウ
ト始めました！

不要 黒毛和牛焼肉丼　842円
大人気！牛タン10枚丼　1058円
特上四万十牛ヒレ丼　2894円

宇和島市中央町
1-7-19松花ビル
1F

[平日]11:00-
14:00、18:00-
21:00
[土・日・祝
日]17:00-23:00

なし 月曜日 0895-26-2919

中国亭 ちゅうごくてい 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

お家で本格中華料理はいかがで
すか

不要 中華盛合せ特大　10,000円
その他弁当　700～1950円

宇和島市曙町4
－21

11:10-14:20
17:00-21:30

なし 月曜日 0895-25-5939

東海林鮮魚店
きさいや広場店

しょうじせん
ぎょてんきさい
やひろばてん

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

鮮魚・総菜・雑貨・各種　楽しいお
店

不要 じゃこカツ　100円
たまごコロッケ　100円
お弁当　350円～

宇和島市弁天町
１-318-16
きさいや広場内

9:00-18:00
（きさいや広場に
準ずる）

なし 無休 0895-23-7328

なかつ屋 なかつや 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

おひとつからでも配達承ります
（旧市内限定）※10：00時までの
予約で旧市内配達OK。数が多い
場合は前日まで。

★要予約 幕の内弁当　510円
日替弁当　400円～
丼もの　420円

宇和島市川内
962-6

朝6:00～完売次
第

なし

日曜日
祝日

0895-22-0230

カフェレストラント
ミー

かふぇれすと
らんとみー

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

 松野町ぽっぽ温泉前のレストラ
ンです。（デリバリーは松野町内
のみ）

★要予約 ジビエコロッケ定食　980円
からあげ定食　930円
家飲み用ジビエオードブル3,000円～
6,000円

愛媛県北宇和郡
松野町227-2

11:30-14:00、
18:00-20:00

なし 水曜日 0895-42-0143

骨付き鳥 四季 ほねつきどり
しき

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

いつもの食卓に　お店の味
を！！　※お弁当のメニューが変
わる場合もございますのでご確認
ください。

不要 チキンカレー500円
豚しゃぶカレー600円
きざみ唐揚げ弁当500円
骨付鳥弁当（親鳥orひな鳥）1160円
唐揚げ弁当580円 など

宇和島市丸之内
5-８−７

11:00-14:00、
17:00-0:00

受付：9:00～ (受
取10:00-17:00)

不定休 0895-22-1114

手作りお弁当・お惣
菜　千

おべんとう　せ
ん

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

おいしさと健康を考えた千のこだ
わり弁当♪　配達は宇和島市・松
野町・鬼北町（一部地域を除く）

不要 日替わり弁当450円
唐揚げ弁当 450円
チーズハンバーグ弁当450円
※＋50円で大サイズへ変更可

北宇和郡松野町
大字松丸53－2

8:00～無くなり次
第

なし 土曜日
日曜日
祝日

080-2993-1523

菓子工房kazu かしこうぼうか
ず

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

地域の旬のフルーツスイーツを
自宅で。菓子工房kazu

不要 イチゴタルトホール　1500円
かずぷりん　300円
地栗モンブラン　400円

松野町松丸88 10:00-18:00 なし 不定休 0895-49-1257
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関本食肉（いろどり
弁当屋）

せきもとしょく
にく（いろどり
べんとうや）

【ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ】 お肉屋さんのお弁当で愛媛県産
のブランド肉※配達は松野町、鬼
北町、宇和島市(JR宇和島駅から
きさいや広場周辺、２個から)

★要予約 幕の内弁当 500円(限定10食)
からあげ弁当 500円(限定10食)
鶏のてりやき弁当 500円(限定10食)

北宇和郡松野町
大字豊岡1675-1

予約に合わせて
いる

前日19:00まで
当日の場合朝
10：00まで

月曜日
水曜日
土曜日

090-9551-6364

ビストロエビス びすとろえび
す

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

シェフ自慢のハンバーグ等の洋
食をご家庭で！

不要 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
ハラミサイコロステーキ(200ｇ)1,800円

宇和島市恵美須
町1-2-6

11:30-19:00 受付締切　17：
30

火曜日 0895-20-1007

拾八番＆Santa じゅうはちばん
あんどさんた

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

デリバリーは前日注文翌日配達 ★要予約 おいしいモツ鍋　1800円～
特製ちゃんこ鍋　1800円～

宇和島市明倫町
5-6-19

11:00-22:00 なし 不定休 0895-23-5718

ほづみ亭 ほづみてい 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

大衆割烹のほづみの味をランチ
やご自宅で！2/7まで休業中　※
感染状況を見て延長の可能性あ
り。

不要 はなたま弁当　850円
豚生姜焼き弁当　500円
ほづみ寄せ鍋（魚・豚・エビ・ホタテ）
1,800円（1人前）

愛媛県宇和島市
新町2-3-8

11:00-14:00
（L.O.13:20)
17:00-22:10
(L.O.21:20)

10：30-12：30 日曜日 050-5484-8569

坂本鮮魚 さかもとせん
ぎょ

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【通信販
売】

魚は鮮度が命をモットーに天然の
魚にこだわってます。
鰹のタタキを始め、イカ、あじなど
の由良半島のお袋の味を伝授し
た干物です。カツオは、愛媛
じゃ！深浦じゃ！と言って20年研
究したタレとともに食す！

不要 カツオたたき 370円
たたき用タレ 750円～1,500円
殻付きカキ　1個100円 など

宇和島市津島町
高田甲578-1

8:30-18:00 デリバリー：週２
回

魚がない時 0895-32-1618

うわじまの料理や
有明

うわじまのりょ
うりや　ありあ
け

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

2000円以上で、旧宇和島市内
（一部例外あり）配達します。

★要予約 こだわりのタレと熟練の技術で焼き上げ
る「うな重」 3,400円
自家製明太子をたっぷり使った「だし巻
き明太子」980円

宇和島市丸之内
5-4-12

11:30-14:00、
16:00-22:00

なし 月曜日
※月曜日が
祝日の場合
は営業の場
合あり。

0895-22-8310

あこやひめ（きさい
や広場）

あこやひめ（き
さいやひろば）

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

あこや貝の貝柱のうまみたっぷり
のパールコロッケは美味！

不要 あこや弁当（日替わり）　550円
パールコロッケ　155円
からあげ１パック　350円　（ハーフ175
円）

宇和島市弁天町
1-318-16

9:00-18:00
（きさいや広場に
準ずる）

なし 無休 0895-25-2502

あこやひめ あこやひめ 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

ふるさとの魚介や野菜の魅力あ
ふれるランチ

不要 あこや弁当（日替わり）
から揚げ弁当
チキン南蛮弁当
海老から弁当
ぶた焼肉弁当　他
各550円

宇和島市津島町
高田2115-1

8:00-16:00 受付13:00まで 日曜日 0895-49-5665

2/4



店舗名 店舗名
（ふりがな）

サービス形態 店舗紹介文　(1-20文字) テイクアウト
予約要否

メニュー (5品まで) ※税込価格、テイク
アウトメニュー優先

住所 営業時間 テイクアウト用
特記時間

定休日 店舗電話番号

kacca manma かっかまんま 【ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ】【ﾃｲ
ｸｱｳﾄ】

かっかまんまのお弁当には地元
産の野菜がたっぷり！
宇和島旧市内は1個から配達が
出来ます。※配達の注文は10：
00まで。10個以上は前日要予
約。

不要 日替わり弁当
レギュラー 410円
たっぷり満足サイズ 520円
おかずパック 410円

宇和島市野川甲
1426-1-5

11:00-13:00(売
切れ御免)

なし 日曜日
月曜日
祝祭日

080-2984-8883

回転寿司 すしえも
ん

かいてんずし
すしえもん

【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

テイクアウト10% OFF！！継続し
てます。

不要 えもん寿司弁当 650円or600円
甲子園セット(20貫)1,400円
メジャーリーグセット(50貫)3,500円

宇和島市弁天町
2-1-60

10:30-22:00
（L.O21:30)

なし なし 0895-24-1000

うさき家 うさき家 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】【店内】

家飲みにうさき家の料理はいか
がですか。
デリバリーは電話でご相談くださ
い。

不要 2品 300円
5品 580円
7品 980円
その他、通常メニューもテイクアウト可。

宇和島市栄町港
3-3-10

ほぼ24時間 なし 不定休 080-4037-3178

石窯おこや いしがまおこ
や

【ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ】【移
動販売】

石窯で焼いた特製配合のピザ生
地ピザとパンはもっちりふわふわ
で絶品！パンはクリームパン、塩
パンが人気商品です。個数が多
ければ予約を受けてデリバリー可
能。
宇和島市役所・南予地方局付近
で隔週金曜日に12:00-売切れる
まで販売。電話で確認ください。

不要 ピザ各種 500円
パン 120円～
石窯で焼くローストビーフ(要予約)

10:30～ 不定休 090-5141-9264

きむら きむら 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

お弁当一つから配達します。 不要 とり唐揚弁当　430円
鮭弁当430円
ハンバーグ弁当（煮込み、ロコモコ、お
ろしソース）各450円
宇和海産本まぐろ刺身1パック
大トロ690円　中トロ590円

宇和島市御幸町
2-2-26

5:00-17:00 なし 日曜日（予約
は可能）

0895-23-2826

ASAHI あさひ 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

愛媛の食材をお召し上がり下さ
い。

不要 本マグロ定食　1500円
宇和島ぶっかけ飯　680円
宇和島鯛めし　980円

宇和島市丸之内
5-3-14

5:00-17:00 なし 日曜日 0895-49-3381

K-kitchen けーきっちん 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

日替わり50円引きのサービス弁
当販売しています。

不要 日替わりヘルシー弁当400円
日替わりデラックス弁当500円（管理栄
養士が考えたメニューをお店で手作り!!）
ロコモコ丼450円
オムライス　380円
唐揚げ弁当　430円など

宇和島市丸之内
3-7-18

7:45-17:30 なし 土曜日
日曜日
祝日

0895-49-2665
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シャンボール シャンボール 【ﾃｲｸｱｳﾄ】【ﾃﾞﾘ
ﾊﾞﾘｰ】

ケーキはご予約で！焼き菓子は
いつでもとうぞ！

不要 デコレーションケーキ（生クリーム）
5号（15cm）1600円
6号（18cm）1800円
7号（21cm）2200円
8号（24cm）2600円
＊各サイズ200円増しでチョコレートク
リームも可能です。

宇和島市新町1-
10-11

9:00-19:00 なし 月曜日 0895-22-8784
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