
 ５０名以上で利用可能な飲食店

施設名 ジャンル 住　所 電話番号 営業時間 定休日 座　席 喫　煙 駐車場 H　　　P

魚太郎・蔵のまち 海鮮料理 半田市中村町1-33-2 0569-89-7800
11:00～15:00

17:00～21:30
水曜日 90名

http://www.uotaro.com/kuranoma

chi/index.html

半田赤レンガ建物

Café&Beerhall Re-BRICK
ビアホールレストラン 半田市榎下町８番地 0569-24-7031 11:30～21:00 年末年始 着席60名 分煙

162台

バス4台

http://handa-akarenga-

tatemono.jp/

望洲楼 料亭 半田市亀崎町3-71 0569-28-1136 11:30～22:00 不定休 80名 20台 http://boshuro.com/akinai.htm

中国料理テラス 中華料理 半田市宮本町6-213-4 0569-23-8891
11:30～14:00

17:00～22:00

月曜日（祝日・宴会の

場合は営業）
200名以上対応可能

ステーキハウス森牧場 ステーキ 半田市柊町2-84 0569-23-0780
11:00～14:00

16:00～21:00
無休

個室、大広間70名、離れ大広間

100名
http://moribokujo.jp

木曽路半田店 しゃぶしゃぶ・和食 半田市宮本町3-216-8 0569-24-3551
11:30～15:00

17:00～22:00 ※土日祝は通し営業
無休 146名、大部屋最大60名収容 40台

http://www.kisoji.co.jp/kisoji/navai/s

hop_detail.asp?ShopNO=240

四季旬彩 佐五銀 ふぐ料理・和食 半田市乙川町57-6 0569-21-1356
11:30～14:00

17:00～21:00

水曜日・毎月第３火曜

日
大座敷60名まで対応可 20台 http://aichi.j47.jp/sagogin/

半田甲羅本店 かに料理 半田市昭和町4-41 0569-22-1120
11:30～15:00

17:30～21:30
水曜日 60名まで対応可 大型バス可 http://www.daisen-g.com/kora/

FUJI 海鮮料理、寿司 半田市青山6-2-1 0569-22-7561
11:00～14:00

18:00～24:00
月曜日 最大60名座敷貸切可 分煙 28台

LA TABLE aoyama カジュアルフレンチ 半田市青山3-29-8 0569-25-0569
平日10:00~17:00

土日祝10:00～19:00
火曜日・水曜日 立食50名可 http://latable-aoyama.jp

活魚料理　まるは食堂　りん

くう店
和食・海鮮料理 常滑市りんくう町3-9-5 0569-38-8108

平日11:00～15:00

17:00～22:00
不定休 約200名

大型6台

普通車100台

http://www.maruha-

net.co.jp/shop/tokoname

共栄窯 洋食・バー 常滑市北条2丁目88番地 0569-34-7786
11:30～15:00

17:30～26:00

火曜日（ランチのみ休

み)
90名 分煙 20台 http://bar-kyoueigama.com/

盛田 味の館 和食・郷土料理 常滑市小鈴谷字脇浜10 0569-37-0733 10:00～16:00
火・水曜日・お盆・年

末年始
50台 http://moritakk.com/

旬鮮　海宝 海鮮料理 東海市大田町郷中193 0562-85-6126
11:30～14:30

17:00～22:30
日曜日／祝日の月曜日 50名前後 可 50台 https://kai-hou.jp/

富木島寿司 寿司 東海市富木島町伏見1丁目11-12 052-604-0440
11:00～15:00

16:00～21:00
月曜日 70名まで なし

40台

大型バス2台
https://fukishimazushi.jp/

中国菜館　朱紅 中華料理 東海市横須賀町天宝新田1-2 0562-32-3907
11:00～14:00

17:00～22:00（LO　21:30）
水曜日 70名 禁煙 40台 http://www.shukou-tokai.com/

大橋屋 和食・寿司 東海市大田町郷中183-1 0562-32-1355
11:30～13:30

17:30～21:00
火曜日（相談可）

1階　18名

2階　36～40名
禁煙 ８台

旬彩料理　懐仙 割烹 東海市養父町3-64 0562-32-0142
11:00～14:00

17:00～21:00
水曜日（相談可） 120名 禁煙 50台 http://kai1000.jp/

焼肉　喰い亭 焼肉
東海市加木屋町中井道

122-3
0562-33-8929

平日　17：00～23：00（LO）

土日祝　16：00～23：00（LO）

ランチ営業対応可（要相談）

火曜日（祝日は営業）
135名まで

（貸切時）

店内禁煙

（屋外喫煙所あり）
34台

ガーデンレストラン

しあわせ村 じゅらく
定食・喫茶 東海市荒尾町西廻間2-1 052-604-9495 9:00～17:00

月曜日(祝日は営業)

年末年始
76名 なし 200台 http://www.aiko-service.co.jp/

料理旅館 升磯 知多市岡田西島12 0562-55-3602 不定休 6部屋 (2～60名まで) あり 15台
http://www.chita-

yado.com/masuiso/

レストラン 梅の館
知多市佐布里台3-101 0562-56-7773 9:00～16:00 月曜日(祝日は営業) 51名 なし

佐布里緑と花

のふれあい公

http://www.homex.jp/souri/gallery

/index.html

じろきん本店 知多市朝倉町２９９ 0562-32-0111
11時30分～14時／17時30分～2

１時
不定休 ６０名まで 35台 http://www.jirokin.met/

いちべ 知多市大草字四方田８８ 0569-42-2228
11時00分～14時30分／1６時30

分～2１時/休日１１時～２１時
水曜日 ６０名まで 20台 http://www.ichibe2228.com/

中華　利興 知多市大興寺落田８-1 0569-43-1140
11時30分～14時／17時30分～21

時30分
水曜日 ５０名まで 10台 http://geco.cside2.com/rikou/

すし屋も料理屋も

びっくり
海鮮料理・寿司 知多郡阿久比町植大浜田7 0569-47-0190 11:30～24:00 不定休 140名 昼分煙、夜喫煙可 40台 http://www.bikkuri.info/

魚と貝の崎っぽ料理の宿

松新
海鮮料理 知多郡南知多町片名
新師崎16-7 0569-63-1173 火曜日 80名 分煙 14台 http://www.matsusin.com/

ビアシティ南知多 ビアレストラン 知多郡南知多町 内海口揚4-1 0569-64-0247 水曜日 1階180名　2階70名 http://www.bc-r247.com/
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マルハリゾート

まるはドライブイン内海

バーベキュー

ビュッフェ
知多郡南知多町山海
高峰9-1 0569-64-0333 無休 ※荒天候時休み

●バーベキュー／野外16ブース・屋根付き7テーブル／ 野外

VIP6ブース・室内個室4部屋

●ダイニング(86名)・カフェ(12名)

一部 可 100台 http://www.maruha-net.co.jp/

魚太郎

浜焼きバーべキュー
海鮮料理 知多郡美浜町豊丘原子32-1 0569-82-6188

平日10:00～16:30

水曜日16:00/土日祝17:00まで
無休

1000名 (全天候型 400名＋外600

名)
可 557台 http://www.uotaro.com/

魚太郎　本店 海鮮料理 知多郡美浜町豊丘原子32-1 0569-82-6177
平日10:30～16:00

土日祝17:00まで
200名

海鮮蔵処　魚魚魚 海鮮料理 知多郡美浜町豊丘字原子18 0569-82-5558
11:00～15:00

17:00～21:00
不定休 130名（テーブル100名、座敷30名） 禁煙 50台

海鮮工房　なみ平 海鮮料理 知多郡美浜町野間新町177-1 0569-87-1318
11:00～14:00

17:00～21:00

月曜日（月曜祝日の場

合翌火曜休）
60名（カウンター5名） 不可 20台

http://www.namihei-

kaihinkan.com/

溶岩焼肉・韓国料理一龍 焼肉・韓国料理 知多郡美浜町河和台3-20 0569-82-4758
11:00～14:00

17:30～22:30
火曜日（祝日営業） 80名 分煙 14台 http://aichi.j47.jp/ichiryu/

ゆたか寿司　河和本店 寿司 知多郡美浜町河和北田面 0569-82-0056 11:00～21:00
火曜日、毎月第2月曜

日
80名（宴会場あり） 禁煙 18台 http://yutakasushi.com/

魚勝 和食 知多郡武豊町字多賀２－３１ 0569-73-1796
11:00～14:30

17:00～21:00
月曜日 130名（宴会100名まで） 30台 http://ikesu-uokatsu.com/

味のアトリエ

武豊 ゆたか寿司
知多郡武豊町四畝3-1 0569-73-4530

11:00～14:00

17:00～21:30
火曜日(祝日は営業) 60名 30台
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