
「ひしお丼」が食べられるお店

11：00～16：00  水曜休
（春・夏・冬休みは無休）

田舎の食堂 大阪屋

☎82-2219

70
11：00～17：00
木曜休

Cafe  rest  サクラヰ

☎62-8188

72

レストレア

☎82-4260

18

お料理乃宿  千鳥

☎82-0229

62さぬき庵（うどん）

☎82-5717

51

小豆島ふるさと村

☎75-2266

8

瀬戸よ志

☎82-0236

50

創作料理  野の花

☎75-2424

17 バァンキャトル・ウ

☎82-5540

26

ベイリゾートホテル小豆島

☎82-5000

67ホテルたるや

☎82-2241

63

Café シネマ倶楽部

☎82-2455

73

9：00～17：00（12～2月は16：00まで）
（ひしお丼は11：00～14：00）
無休（12～2月 水曜休）

11：00～14：30
10月15日、1月1・2日  休

9：00～17：00（L.O.16：30）
無休（二十四の瞳映画村内）

時間は予約時確認
不定休　要予約

時間は予約時確認
要予約

団体のみ
（要予約）

11：00～19：30
無休

こ ゆ き ☎82-092940
11：00～14：00、17：00～22：00　水曜休

三　　栄 ☎82-162857
17：00～23：00　日曜休

炉 便 村 ☎82-151334
（平日）17：00～23：00（土日祝）17：00～21：00　水曜休

寿司・和食・居酒屋系

食堂・レストラン

専門店

味　　遊 ☎82-290161
18：00～24：00　火曜休

海鮮居酒屋 益丸 ☎090-9452-149665
17：00～23：00　月・火曜休

中村屋 007 ☎090-8693-144964
17：00～22：00　水曜休

あんこや ☎82-034958
18：00～22：30　月曜休

くいしんぼ ☎82-393939
17：00～22：00　月曜休

梅本水産 ☎84-338343
8：00（食事は10：00）～17：00　不定休

小豆島手延そうめん館 ☎75-0044

75-1663

9
10：00～16：00　月曜休（1月2月は日曜休）、12月31日～1月5日休

手打ちうどん三太郎 ☎82-471931
10：30～14：00　 火曜休

なかぶ庵（素麺） ☎82-366949
10：00～14：00頃　月曜（祝祭日の場合は翌日）、年末年始休

松　　亭（うどん） ☎75-152016
11：00～17：00　不定休

みさきの創麺屋 ☎82-182274
9：00～17：00（食事は11：00～15：00）　無休

焼肉道草 ☎82-100641
16：00～22：00　日曜休

や っ こ（寿司） ☎82-023959
18：00～21：00　日・月曜休

ラーメン桃福 ☎82-435053
10：30～14：00　水曜休

木原食堂 ☎84-280146
8：00～20：00　無休

71

食堂 ガバチョ ☎080-8631-488552
11：00～14：00、17：00～21：00　不定休

グリル山 ☎82-073137
11：00～14：00、17：00～20：00　日曜休

シェフかわぐち ☎82-153135
7：00～10：00、11：00～15：00　朝・夜は要予約

火・水曜休　 12月29日～1月2日  休

キッチン UCHINKU ☎62-811642
11：30～15：30（LUNCH 14：00）18：00～22：00  火曜休

食堂マリン ☎75-066414
11：30～15：00　土・日曜休

寒霞渓レストラン 楓 ☎82-217132
10：30～14：30　無休

松月食堂 ☎84-205244
10：30～16：30　不定休

美奈都食堂 ☎84-241345

9：00～18：00　不定休

優　　山 ☎82-524836
10：00～21：00　無休

ホワイトハウス ☎82-710833
11：30～21：00　月曜休

時間は予約時確認
無休　要予約

小豆島町 お食事処

11：00～15：00  無休
※団体予約で貸切の場合があるので
　要確認

小豆島町商工観光課（0879）82-7007 2018.12

カフェレストラン「忠左衛門」

☎ 75-1188

日～金
11：00～16：00（L.O.15：00）
土
11：00～21：30（L.O. 20：30）

5
瀬戸内海とオリーブ畑を見下ろす絶景と、オリーブオイルをふんだんに使った料理を楽し
めるカフェレストラン「忠左衛門」。光あふれる広々とした店内では、瀬戸内海や小豆島の旬
の食材を使い、オリーブオイルたっぷりの手延べパスタ
やパエリア、ハニートーストなどが楽しめます。

Cafe  rest  サクラヰ72

12：00～14：00、
18：00～22：00
要予約

島宿  真里

☎ 82-0086

66
どこか懐かしい趣の中で、厳選した瀬
戸内のうまいもんと穫れたての畑野菜
を、醤の香りやオリーブオイルで味わう
会席料理が楽しめる。

11：30～14：30
17：30～21：00
第1・3水曜、毎木曜休
要予約

Ristorante FURYU

☎ 82-2707

30
シェフ自らが育てた野菜や手作りのパン。
そして、小豆島産の新鮮な海の幸をふん
だんに使ったイタリア料理が味わえる。

11：00～17：00   木曜休

☎ 62-8188

映画村から徒歩30秒。オリーブオイルで焼き上げたロー
ストビーフをふんだんに使った「ローストビーフのひし
お丼」が自慢。有名ホテルで修業を積んだシェフが手
間ひまかけて手作りするビフカツ等の懐かしの昭和洋
食も人気。希少価値の高い小豆島オリーブ牛や30㎝
クラスの大海老のメニューも有。

ベイリゾートホテル小豆島67

18：00～21：00（食事開始は19：30が最終） 
無休
2日前までに要予約（夜）

☎ 82-5000

小豆島の山海の幸をふんだんに盛り込
んだ会席料理3コース。スタンダード＝
5400円　特選会席＝7560円　プレミ
アム＝9720円

創作郷土料理  曆24

11：30～14：00（L.O.13：30） 、18：00～21：00
月・火曜休（祝日は営業）
要予約（昼の定食のみ予約
なしでも可）

☎ 62-8234

『二十四の瞳』で知られる小豆島の作家  壺井栄の文学に描かれた小豆島の食
や風習、オリーブ・素麺・醤油・佃煮などの歴史ある食産業、そして豊かな食材
を味わっていただける創作郷土料理の店。

創作料理  野の花

☎ 75-2424

17

11：45～1時間、13：00～14：30、18：00～21：30
※夜はコースのみ、要予約。
　昼も予約が望ましい。
水曜・第3火曜もしくは
木曜休　不定休

四季の花が咲き乱れるお庭付きの一軒家のお
店。エキストラバージンオリーブオイルや小豆島
の野菜や魚介を使った創作料理が味わえる。

10：00～19：00
無休

す え 宏

☎ 82-3955

38
地元の人もよく訪れるさぬきうどんのお店。
小豆島産エキストラバージンオリーブオイ
ルがたっぷりかかり、オリーブの塩漬けも
のったオリーブづくしのうどんが味わえる。

レストレア

☎ 82-4260

18
風に揺れるオリーブと青い海を眺めながら、焼きたてパ
ンとゆで上げパスタ、素麺が味わえる。エキストラバー
ジンオリーブオイルを贅沢に味わえるのがうれしい。

11：00～15：00   無休
※団体予約で貸切の場合が
　あるので要確認

小豆島手延べそうめん 作兵衛 ☎15
10：00～15：30（L.O. 15：00）　不定休

麺や とろん家（         ）☎ 82-371728
11：00～13：30　火曜休

11：00～19：30
（L.O.18：30） 
水曜休

サン・オリーブ

☎ 82-2200

20
島のお米と特産品を楽しむレストラン。
オススメは小豆島近海でとれた、ブラ
ンド鱧を使用した『島鱧丼』 ＊数量限
定

11：45～1時間、13：00～14：30、18：00～21：30
※夜はコースのみ、要予約。昼も予約が望ましい。
水曜・第3火曜もしくは木曜休
不定休

セルフ
うどん

小豆島「醤の郷」ご当地グルメ
「醤の郷」で作った醤油や
もろみを使っている。
小豆島の魚介、野菜や
オリーブなど地元の食材を
使っている。
箸休めはオリーブか
佃煮を使っている。

ひしお丼のお約束

1

2

3

市外局番（0879）

喫茶・カフェ系

スナック・バー系

や よ い ☎82-065854
19：00～23：30　不定休

リバーサイドようこ ☎82-589755
19：00～24：00　日曜休

bar2F ☎82-435560
21：00頃～2：00　水曜休

一 週 館 ☎75-19301
6：00～17：00　水曜休

かふぇれすと ふらいぱん ☎75-23982
8：00～20：00　土曜休

喫茶・軽食 ラグタイム ☎75-085813
9：00～21：00　不定休

やまろく茶屋（            ）☎82-066647
9：00～17：00　無休

cafe kitchen MUMU ☎82-563927
11：00～21：00　水曜休（8月無休）

Dutch Cafe Cupid & Cotton ☎82-461619

ゲストハウス&カフェ あんず ☎62-887868
7：30～9：30、11：30～14：30　月・火曜休

MOKSHA Coffee Stand69
11：00～17：00　土・日・祝営業

TODAY IS THE DAY22
13：00～19：00（L.O. 18：30）　日・月・火曜休

11：00～17：00（L.O. 16：30）　水・木曜休

FOREST SAKEGURA
MORIKUNI GALLERY ☎61-207756

11：00～17：00　木曜休

オープン
カフェ

ピザハウス  momo ☎75-04224
11：00～14：30、17：00～19：00（テイクアウトのみ）日・月曜休

タコのまくら ☎62-95117
11：30～17：00　火・水・木曜休

ペンションオリーブBeach house ☎62-828223
（夏季限定）8：30～17：00

はちはち珈琲 ☎75-003712
10：00～18：00　火曜休

La Clarté ☎62-88556
10：00～14：00　木曜・不定休

ポンカフェ ☎ 080-6285-45953
11：30～14：00　火・水曜のみ営業

珈琲とブーケ。☎ 090-4336-815248
12：00～17：00（テイクアウト可）　不定休

LUNCH 11：00～16：00
DRINK 10：00～17：00
火曜休

オリヴァス

☎ 82-2200

21
下ごしらえから仕上げまで、使用するのは100%
小豆島産オリーブオイルのみ。
小豆島産オリーブオイルにこだわるカフェ。

11：00～16：00（L.O.15：00）
火曜休/不定休あり（HP参照）

こまめ食堂10
小豆島のまん中の千枚田のまん中にある
棚田カフェ。千枚田のお米とわき水をメイ
ンに、島で採れた魚や野菜の家庭料理や
自家製バンズのオリーブ牛
バーガーも味わえる。

☎ 080-2984-9391

小豆島町
お食事処ぐるりマップ

市外局番（0879）

注目！
オリーブを使った料理が食べられるお店

オリーブを使った料理や注目のひしお丼など 小豆島町内のグルメ情報を一挙に掲載！

串カツ船長 ☎82-300829
11：30～21：00　 月・火曜休（祝日・祝前日は営業）

☎ 050-5278-0568

TEPPAN こなこな ☎75-050711
18：00～23：00（L.O. 22：00）　火・水曜休

KAINA ☎82-0022
（月・火・木）11：00～18：00、（金・土・日）11：00～21：00  水曜休

カフェ  ラ・モーヴ ☎82-599125
11：00～17：00　火曜休・水曜不定休

※営業日及び営業時間等変更になる場合がございますので、事前にお電話にてご確認ください。


