
kitchen&bar 36KR
上町3-6-32東海谷ビル１F
072-463-7134
12:00-19:00
前菜盛り合わせ
1人前 830円 泉佐野

テ洋食

居酒屋

ラーメンASAHI
上町３-１１-２５南海泉佐野ビル1F
072-477-8989
11:30-14:00/17:00-19:00 休日
からあげ弁当
390円（税込） 泉佐野

テ弁当

キッチンshabana
上町3-6-32東海谷ビル2F
072-468-7517
11:30-20:00
ピザマルゲリータ
1,000円 泉佐野

テファストフード

カフェ遊夢
栄町9-2
072-458-8775
5/6迄 11:00〜18:00 休 日月
オムカレー、日替わりランチ等
700円〜780円(税抜) 泉佐野

テカフェ・パン・スイーツ

ファストフード

Cafe&Bar moto
上町3-11-25
072-463-8383
8:00-20:00
ロコモコ
500円（税込） 泉佐野

テカフェ・パン・スイーツ

上町3-5-25
072-458-6580
14:30～20:30 休 日
シーフードグラタン
790円（税抜）

テjapaneze dining 小はれ

泉佐野

洋食 中華 麺屋 上々
上町3-9-34
050-3719-1230
11：30-14：00（T.Oは20時まで）

上々ラーメン
790円（税込） 泉佐野

テ中華

和心料理 寿
上町3-10-9泉佐野駅前ロータリー沿い

072-458-6116
11:00-18:00 店内飲食は11:00-14:00 休 土日

若鶏の香味唐揚げ弁当
700円（税込） 泉佐野

テ弁当 和食 泉州特産水なす漬け本舗マコト商店
大宮町12-6
072-462-0440
月-金10:00-17:00（お惣菜火-木） 休土日

週替わりのお惣菜
250円～（税込） 泉佐野

テ和食

サファルタージマハル
栄町8-1
072-458-0299
11:00-21:00
チキンカレー
800円 泉佐野

テエスニック 韓国料理 はるはる
市場東2-306-1
072-493-2323
11:00-14:00/17:00-21:00
ニラチヂミ
１800円（税込） 泉佐野

テ弁当 焼肉

パティスリー アン・スリール
市場西1-1-11
072-493-3485
12:00〜18:00
ショートケーキ
300円～（税抜） 泉佐野

テスイーツ 配

※各店のメニューは他にもたくさん！最新・詳細情報はお店へお問い合わせ、またはWEBで！

ラ・トランピスタ
上町1丁目10-12-4
072-474-5500
前日までの予約でお願いします
アラカルト弁当
1,500円（税込） 泉佐野

テ洋食 前日予約

住所 電話番号 営業時間 ピックアップメニュー 価格 テイクアウト 配達テ 配

地元飲食店をテイクアウトで、おいしく応援！

大阪産料理 空(そら)
上町3-11-41南海泉佐野駅構内
090-5463-6691
11:30-20:00(ご注文は19:00まで)休 無

女将日替わり弁当
800円（税込） 泉佐野

テ弁当

TAKE OUT いずみさの
WEB掲載希望の店舗様は
こちら（申込無料です）

お問い合わせ さのまちゼミ実行委員会

takeout.izumisano@gmail.com

運営：さのまちゼミ実行委員会
後援：泉佐野市、泉佐野商工会議所



cafeblow泉佐野店
日根野3963-3
090-5127-9187
10:00-17:00 休 不定
ウィンナーサンドパンケーキ
１520円（税抜） 日根野

テ

弁当

寿司

炭火焼肉 炭味
日根野4288-1ベルフォーレ日根野1F
072-415-4147
お昼頃-20:00まで 休 水
焼肉弁当 ハラミorロース他多数
580円〜(税込) 日根野

テ弁当

カフェ・スイーツ

モスバーガー泉佐野安松店
南中安松665-1
072-465-６８６５
7:00-22:00 
とびきりチーズ（北海道産ゴーダチーズ使用）

408円（税抜） 羽倉崎

テ 錦綉（きんしゅう）
鶴原4-1-31
072-458-1661
11:30-14:30/17:30-20:00 休水
本格四川麻婆豆腐
800円（税込） 鶴 原

テ中華・エスニック

北京飯店
新安松3-2-31
072-465-6080
11:30-14:０0/17:０0-2１:00 
焼き餃子 1人前(８個入) 
360円 羽倉崎

テ中華・エスニック 弁当

for AMY
日根野4007-4
072-457-8222
11:00-15:00 休 月、第二・四日
ハンバーグ弁当など
600円（税込） 日根野

テ弁当

vegedining pizzeria seed
りんくうポート北5-6
072-465-2111
1１:00-1９:00
ピザマルゲリータ
980円 田尻町

テ洋食焼肉 配

cheesecake lab seed吉見本店

吉見２４７－１
072-425-2257
10:00-18:00
seedチーズケーキ
980円 田尻町

テ

ピッツェリア エッセ ディ ピュ
りんくう往来北6 いずみさの関空マリーナ内

072-464-1320
1１:00-1４:00/18:00-20:00 休火
ピッツア エッセ ディ ピュ
２,５００円（税別） りんくう

テ洋食 配 日本料理 貴船
上瓦屋301-1 072-464-3100
月木金土日で受け付け時間は15時迄、
お引き渡し時間は18時まで
持ち帰り弁当
２０００・３０００円（税込） 井原里

テ和食

燻し焼鶏LOL
下瓦屋1-1-49
072-425-7987
15：00-20:00 休 水、日（要相談）
スモーク盛
1,000円（税込） 井原里

テ和食 洋食 たこ焼き 亮乱
下瓦屋町1-1-52
090-1952-0002
1６：00-2１:00 休 日
自慢のたこ焼き
350円（税込） 井原里

テ鉄板・粉物

鉄板・粉物

わたりがにひとすじ 割烹松屋
市場東2－312－3
072-462-3740
12:00-20:00休月 第一・三火曜連休
わたりがにかに飯
5,400円～（税込） 泉佐野

テ和食 弁当洋食

いろは満月 泉佐野店
市場南1-8-20
072-461-0468
11：00-14：00/17：00-20：00 休 第一・三月

トン玉
720円（税別） 泉佐野

テalt burst
大西1-13-14
072-442-6731
11:00〜19:00 休 火
店内メニュー多数持帰り可
800円〜1,000円 泉佐野

テ洋食

ここうみ食堂
新町2-5187-101
072-462-1017
10:00〜14:00
上おまかせ握り
2,500円（税抜）持ち帰り＋8% 泉佐野

テ和食 弁当政勝軒
市場東3-267-1
072-461-0112
11:30-15:00/17:00-20:00 月のみ11:00-14:00

お弁当
500円～（税込） 泉佐野

テ中華

中国酒菜 成龍
湊３-１−１３
072-477-4370
11:30-14:00/17:30-20:00休 水、第三火

オードブル 2名様用・3～4名様用

2,500円・4,000円 泉佐野

テ中華・エスニック創作料理 泉の幸
市場西3-3-34
072-460-2604
月・火11:00-15:00 水～日11:00-18:00    

ちらし寿司と天ぷら御膳
1,200円（税込） 泉佐野

テ和食

前日予約

和風ダイニングバー Hangout
上町3-8-8
072-496-7770
11:30～19:00  休 日
オードブル（前日予約）
3,000円～5,000円 泉佐野

テ


