
 
 

 

 

 

 

 

 

 

いしはら寿し 
両津夷 192-2 営業時間 11:00-19:00 定休日 火 

注文方法 ☎27-2658  

配達地域 両津 

ふるまいや ながも 
両津夷 271-1 営業時間 12:00-17:30 定休日 不定休 

注文方法 ☎67-7414 

090-4068-6145  

配達地域 両津地区内 

Cherry 
両津夷 214 営業時間 11:00-15:00 定休日 日 

注文方法 ☎080-2569-3403  

りんか亭 
両津夷 261-152 2F 営業時間 10:30-18:00 定休日 月 

注文方法 ☎67-7689  

 @sado.rinkatei622  

 りんか亭-688011888247073 

寿司 1,000円から 

佐渡の地魚を使った新鮮なお寿しです。 
オードブル 2,500円 

刺身、天プラ、焼肉、魚料理、炒め物など、 

お客様のリクエストに対応します。 

日替わり弁当 500円 
佐渡産の野菜などを使用したお弁当です。 

日替わりお弁当をテイクアウトできます。 

オードブル 3,000円から 

ボリューム満点のオードブルです。 

鉄板のみせ拓 
両津夷 207営業時間 17:00-24:00 定休日 月 

注文方法 ☎080-2193-0973 
お電話で事前にご予約ください。 

ゆたかや旅館 
両津夷新 47 定休日 不定休 

注文方法 ☎27-2242 
お電話で事前にご予約ください。 

maSanicoffee 
両津湊 353-1両津南埠頭ビル 1階 定休日 不定休 

注文方法 ☎070-4222-6448 

Sun the BAR 
両津湊 161 営業時間 11:00-19:00 定休日 不定休 

注文方法 ☎080-6624-3732  

 sunthebar, メッセージ（SMS） 

お好み焼き(ミックス)900円 

大きくてやわらかいお好み焼きです。 

(豚玉) 600円もあります。 

松花堂弁当 1,000円～4,000円 
御祝用や、オードブルにもご利用ください。 

ちゅーはん・ゆーはん BOX 480円 
佐渡市認証米"朱鷺と暮らす郷"を使用した日

替わり弁当です。佐渡番茶もお付けします。 

ツナ・ポテト・コーンのピザ 1,000円 

モッツァレラシュレッドチーズ使用。お子

様に人気のピザです。 

如月 -KISARAGI- 
両津湊 143-2F 営業時間 11:30-13:30 定休日 月 

注文方法 ☎090-1613-5409  

FAX 58-7195(当日 9時まで) 配達地域  

(7個以上で) 両津、佐和田、金井、新穂 

とも子の神楽 
住吉 148 営業時間 土・日 11:00-17:00 定休日 

月～金 

注文方法 ☎・FAX 27-2544 

前日 20時までにご注文ください。 

キッチンよろこんで 
原黒 109 営業時間 11:00-22:00 定休日 なし 

注文方法 ☎67-7726  

FAX 67-7726  

配達地域 両津、佐和田、金井、新穂、畑野、真野 

アートサロン和(やわらぎ) 
立野 143 営業時間 11:00-16:00 定休日 土日祝 

注文方法 ☎080-4057-8069 

サザエカレー 700円 

佐渡の漁師家定番のサザエカレーです。

お弁当、オードブルも承ります。 

春巻き 2本 300円 

佐渡産筍をふんだんに入れた手作り春巻

きです。8本以上からお受けいたします。

唐揚(1個 400円)もあります。 

おかず 価格：お問い合わせ 

オードブルや定食、丼物もやっています。 
キーマカレー 500円 
自然栽培米のライスと付け合わせのたまごと

ピクルスがカレーと良くあいます。(要予約) 

ma_ma 
加茂歌代 716 営業時間 15:00-17:00 定休日 なし 

注文方法 ☎090-7715-1191 
✉bonmama1980@gmail.com  

HP www.ma-ma-2019.com 

 @bon_ma_ma 配達地域 島内全体(応相談) 

ほっともっと佐渡両津店 
大字加茂歌代字境 357 営業時間 7:00-22:00 

定休日 なし 注文方法 ☎24-7200  

HP netorder.hottomotto.com  

配達地域 両津、新穂、畑野(5,000円以上から) 

Okameパン 
新穂長畝 1233-1 営業時間 11:00-14:30  

定休日 月～水 

注文方法 ☎050-3568-4345 
✉yoko_316@yahoo.co.jp  okamepan 

デビンコ へんじんもっこ 
新穂青木 749-3 営業時間 17:00-20:00 定休日 火 

注文方法 ☎58-7027  

 @943pbsdg 

ma_maのオリジナルチーズケーキ4,320円 

甘さ控え目なのに、クリーミーで濃厚なこ

だわりのチーズケーキです。 

のり弁当 300円 

種類豊富なメニュー、温かいお弁当を提

供します！ 

りんごパン 240円 

佐渡産のフルーツを使用しています。 
セット BOX(3人前) 4,200円 

ピッツァ、ソーセージ、パスタ、サラダの

セットです。 

ぎょうざらーめん伝次郎 
新穂潟上 50-5 営業時間 11:30-14:00 定休日 水 

注文方法 ☎22-2455 

居酒屋なっちゃん 
上新穂 614 営業時間 11:30-13:00,  

17:00-20:00 定休日 日 

注文方法 ☎22-3959  

FAX 22-3959  

配達地域 新穂地区 

田舎カフェ 
新穂大野 1650-2 営業時間 10:00-13:00  

注文方法 ☎０９０－８５８１－１２６５ 

配達地域 金井、新穂、畑野、真野 

前日までの予約、５ケ以上からで配達承りま

す。 

扇寿司 
畑野甲 538 営業時間 11:30-13:30, 17:00-

22:00 定休日 水 

注文方法 ☎66-3451  

配達地域 畑野区内 

ぎょうざ 5個入 400円 

ぎょうざテイクアウトは夕方等 時間・配達

相談可能です。 

タレカツ丼 800円 

豊富なメニューを揃えています！（配達は

金額が異なります） 

日替わり弁当 800円から 

地産地消の手作り弁当です。オードブル

も承ります。 

寿司商品全般 価格：お問い合わせ 

佐渡の新鮮なネタにこだわったお寿司

です。オードブルも承ります。 

キンちゃん本舗 竹田店 
竹田 365－2 営業時間 10:00-18:00 定休日 なし 

注文方法 ☎58-2851 FAX 58-2851  

配達地域 (3日前まで、5個以上から承ります。) 

佐和田、金井、新穂、畑野、真野、小木、羽茂 

ふれあいハウス潮津の里 
背合 38 営業時間 8:00-21:00 定休日 なし 

注文方法 ☎55-3311  

FAX 55-3633 

✉shiodu@eos.ocn.ne.jp  shiodu 

レストラン＆バーこさど 
真野新町 275-2 営業時間 11:00-14:00, 

17:00-22:00 定休日 水 

注文方法 ☎55-4004  

ご来店でも承ります  

配達 応相談 

しまふうみ 
大小 105-4 営業時間 10:00-16:00 定休日 

水 

注文方法 ☎55-4545 
✉shimafumi@primosado.jp  

 shimafumi.primosado  

日替わり弁当 1,000円 

地場産の食材を使用した、美味しい日替

わり弁当です。 

潮津弁当(日替り) 550円 

5個以上からの注文で承ります。 
ハンバーグステーキ 1,188円 

ケーキの持ち帰りも可能です。 
へんじんもっこウィンナーのホットドッ

ク 600円 
他メニューは、Facebookをご覧ください。 

和食 旬 
羽茂飯岡 170-1 営業時間 11:00-16:00  

定休日 水・木 

注文方法 ☎88-3277 
 syunn1120  wasyoku_syunn配

達地域 小木、羽茂、赤泊（数量、場所により他

エリアも応相談） 

川嶋屋商店 
小木町 646-3 営業時間 9:00-18:00 定休日 不定休 

注文方法 ☎86-2038  

FAX 86-2038  

配達地域 (1,000円以上で 5人前から) 小

木、羽茂 

きっちん さくら 
小木町 2058 営業時間 9:00-13:00 定休日 不

定休 

注文方法 ☎86-1025 
配達地域 (応相談) 小木、羽茂 

中華や志満 
小木町 848-1 営業時間 11:15-13:45, 

17:30-21:30 定休日 木 

注文方法 ☎86-3275  

配達地域 小木町内のみ 

日替わり弁当 600円 

佐渡産食材をふんだんに使った日替わり

弁当です。天丼やお惣菜などもあります。 

折料理 1,500円 

魚料理を中心とした料理です。お刺身等

の出前もいたします。 

日替弁当  

家庭の味の手作り弁当です。数が多い場

合は事前にご予約下さい。 

ぎょうざ(1人前) 470円 

本格中華料理、ラーメン類が自慢です。

麺以外はテイクアウトできます。 

テ イ ク ア ウ ト ・ 配 達 Ｏ Ｋ な お 店 ま と め  
佐渡市版  こんな時 こそ、お店 の味 を自 宅 で楽 しもう！  

配 テ テイクアウト 配達ＯＫ 

テ テ テ 配 テ 配 

★ 佐渡市内のテイクアウト・出前できるお店の代表的なメニューをまとめました！ 

★ その他のメニューや詳しい配達条件などは、お店まで直接お問い合わせください。 

★ 受け取った食べ物は、お早めにお召し上がりください。 

テ 

テ 配 テ テ 配 

テ テ 配 テ テ 配 

テ テ テ 

テ 配 テ 

テ 配 テ 配 テ 配 テ 配 

テ テ テ テ 配 

テ 配 テ 配 



小木家 
小木町 1950-7  

営業時間 10:30-13:30(5/2～6のみ)  

注文方法 ☎86-3666  

FAX 86-3667 

✉ogiya@viola.ocn.ne.jp  

喜八屋ゴローカフェ 
小木町 56-1 営業時間 10:30-17:00  

定休日 月、火、不定休(5/6まで休み) 

注文方法 当日店頭受付、前日までの SNSも可。 

 @kihachiya56cafe  
 @kihachiya56cafe 

とき寿司 
小木町 330 営業時間 11:30-22:00  

定休日 不定休・毎月 1日 

注文方法 ☎86-2534 
配達地域 小木 

稲よし 
小木町 383-1  

定休日 不定休 

注文方法 ☎86-3788 
5人以上からでお願いいたします。 

配達地域 小木、羽茂 

海鮮釜めし 700円 

エビ・イカ・ホタテ等の海鮮が入った丼で

す。(予約は前日まで。期間限定発売。) 

各種ピザ 760円から 

自家焙煎のコーヒーや各種ドリンク、佐渡産や

国産の食材を使ったスイーツやピザ等も販売し

ています。 

生寿司 900円 

佐渡で水揚げされた地物を中心に新鮮な寿司

です。生ちらし(1,000円)もございます。 

ヒレカツ丼 850円＋税 

御弁当、オードブル等も御相談ください。 

前日までにお電話ください。 

赤泊観光センター 
赤泊 2206-3 営業時間 9:00-18:00  

定休日 水 

注文方法 ☎87-2675  

FAX 87-2675  

YOSABEI 
三瀬川 549-1 営業時間 11:00-15:00 定休日 

月木金土日 

注文方法 ☎67-7284  

 FacebookもOK 

✉yosabeifoodstay@gmail.com  

配達地域 両津、佐和田、金井、新穂、畑野、真野 

味彩 
千種 113-12 営業時間 11:00-14:00, 17:30-

20:00 定休日 水 

注文方法 ☎58-8010 FAX 58-8034 

✉jismbox@gmail.com  

 ajisai_sado (前日までにご連絡ください) 

割烹 石山 
千種 982 営業時間 11:30-13:30, 17:30-

21:30 定休日 日 

注文方法 ☎63-2663  

FAX 63-2663 

幕の内弁当 1,000円 
おなかいっぱいになるお弁当です。オードブル

の注文も承ります。(4日前まで受付可) 

カレー(牛すじ、チキン)しっかりお野菜付 750円 

佐渡米 100%と自家製無農薬野菜を使用。県

産牛すじやチキンをじっくり煮込みました。 

上かき揚げ天丼 500円 
当店人気の天ぷら！今回テイクアウト用新メニ

ューです。かき揚げに、海老天が 2本！ 

御弁当 1,000円(税別)から 

オードブルなど、その他ご要望にお応え

します。 

食い処 ひきの 
千種 946-1 営業時間 11:30-18:00  

定休日 日 

注文方法 ☎67-7885 
配達地域 金井 

パン屋カフェ クレアーレ 
中興甲 1106-1 営業時間 7:30-17:30 定休日 火 

注文方法 ☎63-2276 

司寿し 
千種 977-3 営業時間 17:00-22:00  

定休日 なし 

注文方法 ☎63-3918 

SHIMAYA CAFE 
千種 141-7 営業時間 10:00-19:00  

定休日 不定休 

注文方法 ☎63-4338 直接来店もOK 
テイクアウト時間 11:00-15:00 

ちらし寿司弁当 860円 

寿司折、弁当もあります。5人前から承り

ます。2日前までにご注文ください。 

カキピッツァ 1,530円 

石窯で焼く食べ応えのあるカキピッツァ

です。 

並寿し 1,100円 

佐渡産コシヒカリと地物の魚を多く使っ

たお寿司です。 

スクエアホットサンド  
カリッと焼き上げたトーストの中からとろりと

溶けたチーズと濃厚な地鶏卵がたっぷり。 

ときわ館 
泉 104 営業時間 11:00-15:00 定休日 不定休 

注文方法 ☎67-7555 

すしやまるいし 
泉 1031-1 営業時間 11:00-14:30, 16:00-

19:00 定休日 木 

注文方法 ☎63-3066 
受付 3時間前まで。変更・キャンセルは前日ま

でにお願いします。 

ほっともっと佐渡佐和田店 
長木 765 営業時間 7:00-23:00 定休日 なし 

注文方法 ☎51-4510  

HP netorder.hottomotto.com 配達地域 相

川、佐和田、金井、真野(5,000円以上から) 

彩食美酒 ねまれ 
東大通 1299-1 営業時間 17:00-23:00  

定休日 火・不定休 

注文方法 ☎67-7311  

 @nemare_sado  

日替り定食 500円から 

地産地消の小鉢メニュー、野菜たっぷりです。

おかずやオードブルも対応しています。 

手巻き寿司セット 1人前 980円 
佐渡産白身魚など人気のネタ 10種とシャリ、のり 5

枚付。おうちで手巻き寿司が楽しめます。s 

から揚弁当 390円 

種類豊富なメニュー、温かいお弁当を提

供します！ 

ピッツァ  

テイクアウト用のピッツァ 5種類をご用

意いたします。(5/6まで休み) 

やじま 東大通店 
東大通 866-1 営業時間 11:00-13:30, 17:00-

22:00 定休日 月 

注文方法 ☎52-1001 FAX 52-1212  

配達地域 佐和田 (2食以上から) 

廻転寿司弁慶佐渡店 
東大通 833 営業時間 10:30-20:00 定休日 火 

注文方法 ☎52-3453  

ご来店でも承ります 

二宮萬友荘 
二宮 655-1 営業時間 9:00-18:00 

注文方法 ☎・FAX 52-4380 
配達 (4人前から) 佐和田、金井、新穂、畑

野、真野 

大まるラーメン 
東大通 1227-5 営業時間 11:00-15:00  

定休日 不定休 

注文方法 ☎52-3844  

ご来店でも承ります 

親子丼 730円 

電話予約で待ち時間無し！ 
お寿司：店内メニュー表をご覧ください。  

緊急事態宣言終息まで、持ち帰り用の折

は 10%引きです。 

お弁当 800円から 

季節の地元食材を使った和食系のお弁当

です。(予約 2日前まで) 

ギョーザ 450円 

ラーメンテイクアウトの場合、どんぶりを

ご持参ください。 

Coffee&Tea22 
東大通 821-1 営業時間 10:00-17:00 定休日 火・水 

注文方法 ☎050-3565-6159  

ご来店でも承ります。  

恵比寿 
八幡 1202-3 営業時間 11:00-16:00 定休日 水 

注文方法 ☎57-2228 

お食事処 いとう 
河原田本町 381-17 営業時間  定休日 日 

注文方法 ☎52-4800 

とんかつ中堀 
河原田本町 184 営業時間 11:00-19:30 定休日 火 

注文方法 ☎52-2045 ご来店でも承

ります。 配達 応相談(10人前または

5,000円以上から) 

オリジナルブレンドコーヒー 380円 

コーヒーやカフェラテ、スムージーをしま

ふうみのパンや焼き菓子と一緒に。 

餃子(5個入り) 390円 

ガツンとニンニクの効いた餃子です。お酒

やご飯のお供にどうぞ。 

そば・出汁付き 500円から 

佐渡産そば粉使用 
かつ丼弁当 650円 

ジューシーやわらかなタレカツ丼はいか

がですか？ 

Hearts(ハーツ) 
河原田本町 411-3海の家内  

営業時間 10:30-18:00 定休日 日 

注文方法 ☎090-2176-3128   

焼きとり やじま 
河原田諏訪町 208-110  

営業時間 17:00-21:00 定休日 日・月 

注文方法 ☎57-2225 

焼肉 赤ちょうちん 
河原田諏訪町 208-82 営業時間 11:00-20:00 

定休日 火 

注文方法 ☎52-2220 

清助 Next Door 
河原田諏訪町 207-76 営業時間 10:00-

17:00 (要予約) 定休日 なし 

注文方法 ☎58-7077  

HP bi-ichi.com/seisuke-next-door 

✉pigandolive@gmail.com  

 seisuke.next.door配達 応相談(5枚以上) 

ロコモコ 

野菜たっぷり、ヘルシーなハワイ料理です。な

るべく当日 10時までに注文ください。 

ねぎま 190円(1本) 

炭火焼きとりを御自宅で！本数・金額指

定や盛り合わせも注文いただけます。 

焼肉丼(豚) 650円 

店の焼肉を丼にしました！ 

焼肉丼(牛)1,300円もあります。 

佐渡いかピザ 2,800円(前日予約) 

佐渡の旬の食材をふんだんに使った生

地・ソース全て手作りの本格ピザです。 

Lavjan 
河原田諏訪町 208-16 営業時間 9:00-14:00 

定休日 日 

注文方法 ☎090-5198-8012 
         FAX 51-4870  @229zcbpk 

配達地域 佐和田 

塁坊主 
鍛冶町 2116-2 営業時間 11:00-19:00  

定休日 不定休 

注文方法 ☎57-2345 

いせや新館 
中原 476-1 定休日 なし 

注文方法 ☎57-3089 FAX 57-3115 

✉shinkan-iseya@ap.wakwak.com  

配達地域 応相談 

杏庵 
中原 682営業時間 17:00-23:00 

定休日 不定期 

注文方法 ☎52-5123 
配達地域 佐和田 

日替り弁当 600円 

好きな物、嫌いな物、リクエスト応じます♡ 
串カツ 100円から 

1本からでも注文できます。ぜひご賞味く

ださい。 

宅配弁当 550円から 

その他、幕ノ内弁当やオードブルもやって

います。 

ヤキソバ(並) 300円 

ソースの香りが素晴らしいヤキソバで

す。大盛は 500円です。 
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喰いもんや あんとん 
中原 687-8 営業時間 12:00-14:00,  

18:00-23:00 定休日 不定休 

注文方法 ☎57-4511 配達 応相談 

(オードブル・数の多い弁当などは 2日前まで

に予約ください） 

浦島 
窪田 978-3 営業時間 9:00-18:00 定休日 不定休 

注文方法 ☎57-3751  

HP urasima.com  

✉info@r-urasima.com  

 ryokan.urashima  

 @urasima_sado FAX 57-3762  

配達地域 佐和田、[相川、金井、真野]の一部 

銀寿司 
相川羽田町 65 営業時間 11:00-14:00, 17:00-

20:00(5/7まで営業時間変更) 定休日 月 

注文方法 ☎74-3911  

配達地域 旧相川地区 

カフェ・ド・カトレア 
相川羽田町 67 営業時間 9:00-21:00 定休日 なし 
注文方法 ☎74-3348 FAX 74-3348 

お弁当 600円から 

お店で提供しているメニューの一部をお

持ち帰りいただけます。 

会席折詰 3,000円より 
会席折詰の各種専門料理をテイクアウト、デリ

バリー、仕出し等も承っております。 

佐渡寿司 1,600円(税別) 

巻き寿司や、その他のお寿司もご希望に

応じてお作りします。 

ナポリタン 700円 

他にも豊富なメニューを取り揃えており

ます。 

持田家 
相川一町目 7 営業時間 11:00-14:00, 18:00-

21:00 定休日 日夜・月 

注文方法 ☎67-7268  

FAX 74-2558 

 mochidaya 配達地域 旧相川地内 

炙り屋ちゃらくらげぇ 
相川一町目 13 営業時間 18:00-23:00 定休日 水 

注文方法 ☎74-2067 

パーラーつるや 
相川一町目 27 営業時間 11:30-20:00  

定休日 原則月曜 

注文方法 ☎74-2495  

配達地域 相川 

竹屋 
相川一町目 5-3  

営業時間 11:00-14:00, 17:00-21:00  

定休日 日曜の夜 

注文方法 ☎74-3328  

配達地域 旧相川 

海鮮丼 1,200円 

持田家の料理をご自宅、職場で。家飲み、

オンライン飲みにおつまみセットも。 

炙り盛り合わせ 3,000円 

野菜、魚、肉などを炭火で丁寧に焼き上

げています。 

肉スパ 800円 

出前は 2つ以上で 19時半まで承ります。 

カツ丼（タレ） 700円 

相川のソウルフード・竹屋のタレカツ丼

です。 

ホテル万長 
相川下戸町 58 営業時間 10:00-17:00 定休日 なし 

注文方法 ☎74-3221  

配達地域 (10個以上で) 相川、佐和田 

寿司 初 
相川下戸炭屋浜町 131-2  

営業時間 12:00-14:00, 17:00-20:00 定休日 日 

注文方法 ☎74-0124  

配達地域 相川市街 

久作 
稲鯨 1456 営業時間 11:30-19:00 定休日 火 

注文方法 ☎76-2427,  

080-7737-4919  

配達地域 相川、佐和田 

敷島荘 
稲鯨 1354 定休日 なし 

注文方法 ☎76-2640 

FAX 76-2100 

✉ sikisima@themis.ocn.ne.jp 

 https://www.facebook.com/ 

profile.php?id=100050643555673 

 @sikisimasou 

旬彩弁当 2,000円 

季節の食材を詰め込んだお弁当です。前

日 10時までにご予約ください。 

寿司(1人前) 800円から 
生にぎり、生ちらし、巻物、大皿、盛り合わせもあり。

なるべく前日までにご注文ください。 

オリジナル 9種盛りオードブル 1,000円 

地魚たくさん刺身盛りや店内メニューをテイク

アウトできます。(1,000円以上～、当日昼まで) 

寿司 並 1人前 1,000円 

オードブルや弁当、総菜、焼き魚もご用

意できます。お問い合わせください。 

佐渡リゾートホテル吾妻 
相川大浦 548-1 営業時間 8:00-17:00  

定休日 なし 

注文方法 ☎74-0001  

FAX 74-3141  

配達地域 相川、佐和田、金井、真野、畑野 

旅荘みなと 
高千 1006-1 営業時間 7:00-19:00 定休日 不定休 

注文方法 ☎78-2020 配達地域 相川 

 

  

和弁当(葵) 2,000円 

こだわりの和弁当です。(橘) 3,000 円も。

10食以上から承ります。 

幕の内弁当 700円 

米、自家菜園野菜などを多く使ったお弁

当です。前日までにご注文ください。 

  

 

・体調に不安がある方は来店せず、家族の方や代行事業に来店をお願いするようにしましょう。 

・下記の事業者様が、買い物などの代行事業を行っています。（料金：代行手数料 1,000円+タクシー料金距離計算） 

○おけさ観光タクシー ☎63-3348 金井・佐和田地区限定 

○新潟交通佐渡 タクシー部 ☎0120-302-076 島内全域 

 (一社) 佐渡観光交流機構 

協力：佐渡市地域振興課、農業政策課、観光振興課 

島内各商工会 

2020年 5月 14日時点の情報です。 
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