


静岡のブランド牛「静岡そだち」を
中心に国内の和牛を使用。
いい肉をより安くご提供します！

函南町間宮7-2
☎055-979-2111
17:00～23:00
（日曜祝日は～22:00）
□休 木曜日

ソワール

ランチはオムライス、ナポリタン、
定食など20種の豊富なメニュー、
夜はアルコールもお食事もOK!

函南町間宮8
☎055-978-3267
9：30～16：00
昼11：30～14：00、夜18：00～～24：00
□休 日曜日

満貫酒蔵

焼き鳥、満貫サラダ、揚げ物など
おすすめメニューをはじめ、豊富
な一品料理もお楽しみください。

函南町間宮14-1
☎055-978-1818
17：00～23：00
不定休

創業80年、地域で一番の老舗中華
料理店です。半チャーハンラーメ
ンセット、サンマーメンがおすすめ！

函南町間宮15
☎055-978-3212
11：00～14：30／17：00～19：00
□休 木曜日

ほまれ寿司 シェ・イリエ

沼津魚がし直送店。寿司割烹、隠
す宴会等。みなさまからのお電話
お待ちしております。

函南町大土肥70-8
☎055-978-9620
11：30～22：00
□休 木曜日

伊豆の味処 割烹 姫沙羅

魚市場直送の新鮮な魚に、毎日さばく
活鰻。鰻も刺身も楽しめる姫沙羅定食
からジャンボ海老フライ定食が人気！

函南町大土肥28
☎055-978-3233
11：00～21：20（LO.20:45）
□休 火曜日
www.himeshara.co.jp/

珈琲やデザートなどのティータイム
にも、自慢の料理を楽しんでいただ
けるお食事にもぜひご来店下さい。

函南町大土肥24-1
☎055-978-6961
9：30～23：00
□休 木曜日

かつ政 函南店

サックサクのカツを食べたくなっ
たらかつ政へ！大和芋と自然薯が
選べるとろろランチは豚汁・キャ
ベツ・漬け物が食べ放題！

函南町仁田74-1
☎055-970-1700
11：00～22：00（LO.21:30）
年中無休　　masago.net/

つばさ寿司 函南店

旬の魚と美味しい地酒、人気の焼
酎を揃えてお待ちしています。大
人気！焼津の磯自慢全種取り揃え中

函南町間宮792-13
☎055-978-9046
11：30～14：00／16：00～22：30
※土日祭日は休憩時間なし
□休 月曜日

居楽屋きっちん だいすき！

大好評の唐揚げをはじめ、サラダ
から〆のラーメンやお茶漬けまで、
豊富な料理を取り揃えています。

函南町間宮683-1
☎055-978-1108
18:00～ ※予約の団体、応相談
□休 日曜日

炭火焼鳥からサラダ・ピザ・名物角煮が
好評！飲めない方には「なんちゃってサ
ワー！』でアットホームにお楽しみ下さい。

函南町間宮683-1
☎055-979-6003
18:00～23:30
□休 月曜日

麺屋　天一

創業40年、自慢の天一ラーメンは
豚肉・玉葱・ニンニクを炒めたピリ
辛ラーメン。スタミナ満点で近所
のお医者さんもおすすめ！

函南町間宮353-4
☎055-979-1277
11：30～15：00/17：00～23：00
□休 木曜日

キッチン・マカロニ

バンバンジーサラダ、チーズオムレ
ツ、モツ煮、鶏唐ガーリックライス
等飲めます、食えます、手作りです。

函南町間宮356-4
☎055-979-3159
17：30～22：00
不定休

洋菓子工場に隣接した店舗では、
ゆったりとした喫茶スペースでおい
しい珈琲をお召し上がり頂けます。

函南町間宮439-1
☎055-979-9667
9：30～19:00（喫茶10：00～16：30）
年中無休
www.kotobashi.com/

旬の食材を大切に、魚介類本来の
味を盛り込んだ当店自慢の磯料
理を存分にお召し上がり下さい。

函南町間宮662-1
☎055-978-4986
10：30～21：30
年中無休
www.kappo-shimada.com

いそ路

割烹 しま田

日替りランチ（ひょうたん弁当）は
じめ、カキフライ、大海老天丼など
お得なランチをぜひどうぞ。

函南町仁田字橋前539-1
☎055-978-8793
11：30～14：00／17：00～20：00
□休 月・木曜日

手打宏房　饂飩亭

他店では味わえない弾力が決め
手。手ごねから生麺作りに至るま
で手作業の手打ちです。のど越し
を味わって下さい。

函南町仁田463-2
☎055-978-7372
11：00～14：30／17：00～20：00
□休 火曜日

和風・洋風・中華風などいろいろ
あります。特に燃える男の爆弾コ
ロッケは女性にも好評です。

函南町仁田476-12
☎055-978-6796
17：30～23：00
□休 日・月曜日

居酒屋スナック　がらくた

生ビール500円！特製ピリ辛チャー
ハンとがらくたラーメンおすすめ
です。カラオケ音響最高！手作りお
つまみ等安心価格で楽しめます。

函南町間宮650-9
☎055-979-7531
17：30～24：00
□休 毎週水・木曜日
www4.tokai.or.jp/garakuta7531

スナック PLANET＆MOON

お食事もお酒もカラオケも安心し
て楽しめるお店です。お一人様で
もお気軽にどうぞ！５名様以上の宴
会もご予算に応じて予約承ります。

函南町塚本81-4
☎055-979-8483
20：00～27：00
不定休

太陽食堂

こだわりのランチは全て手作り。ボ
リューム満点＆味満点！また、映画やド
ラマ、CMのロケ弁当も扱ってます。各
種宴会、貸し切り、行事お弁当（配達応
相談）など・・お気軽にお声掛け下さい。

函南町塚本81-4☎055-978-5855
11：30～14：00 17：00～22：00
（各30分前ラストオーダー）
食材切れの際は閉店早まります
□休 第一日曜日・他不定休 

居酒屋

鮮度のあるおいしいお菓子を作り続
けて、皆様に頼りにして頂けるような
店作りをして参りたいと思います。
おすすめ商品…ニューヨーカーチーズ

函南町大土肥93-1
☎055-970-0088
9:30～18:30
□休 水曜日  他

カフェレストラン洋菓子

居酒屋

居酒屋

飲食店

日本料理

寿　司

洋　食

手打うどん専門店

レストラン・食堂

中華料理

居酒屋・焼きトリ

和洋菓子・喫茶

居酒屋 スナック

レストランkiya

美味しさを追求した丹那のカニクリームコロッケは、丹
那牛乳と生ズワイガニと土肥の天日塩で仕上げました。
ご当地グルメ函南クラシックぷりん、レストランkiya
オリジナル伊豆ジオプリンは是非デザートにどうぞ。

函南町大土肥211-6
☎055-978-0801
10：00～21：30（LO.21:00）
年中無休
www.kiya-creamcorokke.jp/

カフェレストラン

カラオケスナック 与利路

うまいお酒とカラオケを楽しみたい
中高年の方に！リーズナブルな料金で
オススメ！5名様以上はご予約承ります。

函南町間宮63
☎055-978-9229
18：00～24：00
□休 日曜日

スナック

和食処

麦とろ・とんかつ

焼肉どうじゃ

A5ランク和牛を中心としたお肉を提供
するお店です。40名様までの宴会が可
能で、お得な3,000円コースがおすす
めです。ランチは土日祝もやっています。

函南町大土肥1-1
☎055-948-9429
11：00～14：00／17：00～24：00
□休 月曜日（祝日の際は翌日定休）

焼　肉

GREEN GRILL KISETSU

当店人気の「青春トマボナーラ」をは
じめ、甘いトマトをふんだんに使用し
た「トマトピザ」は絶品。当店自慢の料
理を存分にお楽しみ下さい。

函南町塚本８８７－１
（伊豆ゲートウェイ函南２F)
☎055-957-0887
１０：００～１８：００　年中無休
http://www.kisetsu.shop/

レストラン

十国峠レストハウス

桜えびをふんだんに使用した、ボ
リューム満点の桜えびのかきあげ
そばが自慢です。ケーブルカーで
３分の山頂は３６０°のパノラマをた
のしむことができます。

函南町桑原１４００-２０
☎0557-83-6211
10：30～15：30　年中無休
www.izuhakone.co.jp/jukkoku-rest

そば屋お台処ぽんぽこ

ランチはボリューム満点日替り定
食７７０円。夜は定番の絶品さつま
揚げ！！各種お持ち帰りメニュー多
数有ります。

函南町仁田１８０－１
☎055-979-8232
11:30～13:30／17:00～22:30
木曜定休
https://ponpoko.crayonsite.net/

食事・居酒屋かねふくめんたいパーク伊豆

工場直送のできたて明太子をぎっ
しりつめたジャンボおにぎりや、明
太子ソフトクリーム、生地からこだ
わっためんたい肉まん、様々な絶品
グルメをご用意。

函南町塚本753-1
☎055-928-9012
9:00～18：00　年中無休
https://mentai-park.com/park/izu/

明太製品の販売

SpokeCafe

地元丹那産の食材を使ったカルボナー
ラやシュークリームはリピータ続出！ハ
ンバーガーや５０種類以上のクレープも
ご用意。流行りの本格ロードバイクのレ
ンタルも当店でご用意いただけます！

函南町塚本887-1
☎080-6988-7481
9：00～18：00　年中無休
https://www.izugateway.com/

カフェ

焼　肉

寿　司

中華料理・ラーメン

和食堂

スナック

スナック みやび

11時～15時昼カラオケ始めました。
月水金営業。１曲100円。11枚チケッ
ト1,000円ソフトドリンク300円～ 軽
食600円～ 焼そば、ピラフ、たこ焼な
ど軽食ソフトドリンクsetで100円引

函南町間宮650-8
☎055-979-7578
11:00～15:00（月・水・金曜日営業）
18:00～24:00

スナック

麺は天候によって水分量を調節。
こだわりの自家製麺はもちもち！スー
プは豚骨メインと鶏ガラスープの2種。

函南町肥田345
☎055-944-6360
昼11:00～14:30
夜17:30～21:00（平日・土日祝日とも）
□休 水曜日

ラーメン

焼肉　獅子蔵 栄華軒

ロブロイ

La風（ラふー）

小戸橋製菓 函南店

料理酒家 てらだ

らーめん もかすけ
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