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私たちが
 心を込めて
  作っています

淡路島ぬーどるのルーツ
「約180年、淡路島に受け継がれてきた淡路手延素麺」「約180年、淡路島に受け継がれてきた淡路手延素麺」

　淡路手延べ麺の歴史は、天保年間（1830～1843）まで遡る。福良（南あわじ市）の漁師、渡七平
が伊勢詣での帰途、そうめん発祥の地といわれる奈良・三輪の里で農家の手延べ麺づくりに遭遇。
約2年間、その地にとどまり技を習得した七平は、手延べ麺の秘伝を故郷へ持ち帰った。『淡路手延
べ麺』のはじまりである。
　福良の町が気候風土に恵まれ、手延べ麺づくりに適していたこともあって明治の中頃、漁師の
冬場の副業として広がり、最盛期の大正初めには約140世帯、年間約４万箱を製造するまでに発
展。しかし、今では南あわじ市内の※１　 14業者（全国手延べ麺生産量の約0.5%以下）のみとなってし
まった。
　減少の理由として、熟練した職人が育たないことがひとつに上げられる。機械化が進み大量生産される
時代においてもなお製造工程のほとんどを手作業で行っているからだ。高齢となった職人はいう。
「わしらの目が届く数しかつくらん」。
　しかし、生産量が極僅かであることが、かえって一部の間で、『幻の手延べ麺』とささやかれることに
なる。その品質の高さゆえ、関西の高級料亭や高級料理旅館でなければなかなか味わうことができな
い。※２　最高級手延べ麺として、いまなお玄人筋から高い評価を得ているのだ。

　約180年もの歳月、脈 と々受け継がれてきた手延べ麺づくり。最高級品「御陵糸」として名高く、
※３
　サンフランシスコ万博で金賞を受賞した伝統製法『淡路手延べ麺』が、こうして再び、島
の料理人の新たな息吹を得て『淡路島ぬーどる』として現れた。
　さあ一度、その味をお試しあれ。

※１．平成27年4月現在の調べ　　※２．古物（ひねもの）と言われる約1年6ヶ月間倉庫で寝かした淡路手延素麺
※３．サンフランシスコ万博金賞受賞は1915年（大正4年）

２本の棒を使って手作業で一本一本さばいていく門干し
（かどぼし）とよばれる作業。日和を見極めながら丹念に乾
燥させてゆく。

金山 浩和 長尾 義幸 谷間　 孝 森崎 達也
㈲金山製麺 長尾製麺所 谷間製麺所 森崎製麺所

歴史は天保年間漁師の伊勢参り

そして再び新たな息吹を

淡路島ぬーどるはfacebookに公式アカウントを開設しました。
淡路島ぬーどるの情報だけでなく、参加店舗の新メニューや
期間限定メニューを発信しています。

https://www.facebook.com/awajishima.noodle/

いいね！をクリックして、
タイムラインから最新情報をご覧ください。

http://www.miketsukuni-awaji.jp/御食国プロジェクト公式ホームページ：
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（普通車ETC利用時）
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●東浦BT
●サンシャインホール

淡路IC

東浦IC

北淡IC

洲本IC

津名一宮IC

西淡三原IC

淡路島南IC

●

イオン南あわじ店

◆こちらに記載の営業時間は、お店により通常の営業時間とは異なる場合がございます。
◆掲載情報は、2017年4月制作現在のものであり、将来、お店の都合で変更する場合がございますのでご了承下さい。
　また年末年始・連休など営業時間・定休日が変更になる場合がございます。
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●
洲本商工会議所

炬口北

下加茂
海岸通

えぇとこどり

茶房 アリス

AMA Terrasse

お好み焼 満面 国衙店

鼓亭
ダイニング花桐

お食事処 浜ちどり
広東料理 亀虎

淡路ワールドパークONOKORO

お好み焼 満面 大谷店
カフェあおい

松葉寿司

鼓や

パルシェ香りの湯
和食処かおり

伊弉諾神宮前店
お好み焼 オレンジりんご

我流遊食 笑に志。

秘密基地 akari 

四季の料理 竹一

charlar（チャルラール）

ダイニングバー 酒林

海岸通り お冨

Dining & Bar 彩翔

お好み焼 びっくりBar

浜の屋

絶景レストラン うずの丘
かまどダイニングバル淡道
ホテルニューアワジ

淡路島観光ホテル 
夜食処 いそべ亭
ホテルニューアワジ
レストランシーサイド

淡路夢泉景

海のホテル島花
ナチュラルカフェ南風花

鍋ダイニング いいそ

淡路インターナショナルホテル
ザ・サンプラザ 麺処「舞扇」

道の駅うずしお

大鳴門橋記念館2F

洲本市街地図

ホテルニューアワジプラザ淡路島
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天ぷらぬーどる

具材に鯛をはじめ、玉ねぎと海苔、
そして季節の野菜を贅沢にトッピン
グ。昆布とカツオで丹精込めて作っ
たこだわり。
和風ダシで仕上げました。

具材に鯛をはじめ、玉ねぎと海苔、
そして季節の野菜を贅沢にトッピン
グ。昆布とカツオで丹精込めて作っ
たこだわり。
和風ダシで仕上げました。

四季の料理 竹一
洲本市塩屋2-3-65
◆営業時間/ 11:30～15:00（L.O14:00） 金・土・日のみ夜も営業
 17:00～21:00（L.O20:30）
◆定休日/月曜日　◆駐車台数/30台

℡(0799)22-1857

淡路島ぬーどる焼きそば

淡路島ぬーどる、淡路島産
玉ねぎ、淡路島のたこをたっ
ぷり野菜で塩焼きそばに仕
上げてみました。
ピリ辛ミンチ、玉子、薬味をま
ぜてお召し上がり下さい。

淡路島ぬーどる、淡路島産
玉ねぎ、淡路島のたこをたっ
ぷり野菜で塩焼きそばに仕
上げてみました。
ピリ辛ミンチ、玉子、薬味をま
ぜてお召し上がり下さい。

お好み焼 びっくりBar
洲本市本町１丁目７－６
◆営業時間/11:00～22:30
◆定休日/不定休　◆駐車台数/4台

℡(0799)53-6411

淡路島カレーぬーどる

淡路島産の牛肉、玉葱を使用
し、うどん・そば専門店ならで
はの特製だしを活かした「カ
レーぬーどる」は、麺がカレー
に絡んで美味です。是非、御
賞味ください。

淡路島産の牛肉、玉葱を使用
し、うどん・そば専門店ならで
はの特製だしを活かした「カ
レーぬーどる」は、麺がカレー
に絡んで美味です。是非、御
賞味ください。

浜の屋
洲本市本町４-２-１１
◆営業時間/19:30～0:30　
◆定休日/火曜日　◆駐車台数/2台

℡(0799)24-0438

ふわっとかき揚げぬーどる

当店こだわりの天ぷら職人が作る絶
品かき揚げです。天ぷらは卵の絨毯
の上に乗せ沈まないようにしています
ので最後までさくさく感が楽しめます。
茗荷をトッピングしてあっさり味で仕上
げています。是非ご賞味下さい。

当店こだわりの天ぷら職人が作る絶
品かき揚げです。天ぷらは卵の絨毯
の上に乗せ沈まないようにしています
ので最後までさくさく感が楽しめます。
茗荷をトッピングしてあっさり味で仕上
げています。是非ご賞味下さい。

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ 麺処「舞扇」
洲本市小路谷1279-13
◆営業時間/ 11:30～14:00  17:30～20:00
◆定休日/不定休　◆駐車台数/50台

℡(0799)23-1212

淡路てんこ盛りぬーどる

淡路の玉ネギとひき肉、トマト
をじっくり煮込んで作ったミー
トソースに、淡路牛ヒレ肉をレ
アで焼き上げトッピング。淡
路ぬーどるに絡めて淡路島
てんこ盛りをご賞味下さい。

淡路の玉ネギとひき肉、トマト
をじっくり煮込んで作ったミー
トソースに、淡路牛ヒレ肉をレ
アで焼き上げトッピング。淡
路ぬーどるに絡めて淡路島
てんこ盛りをご賞味下さい。

秘密基地akari
洲本市宇原77-1
◆営業時間/ 火～日 10:00～16:00　18:00～22:00
◆定休日/月曜日　◆駐車台数/12台

℡(0799)20-4721

要予約

鯛鎌ぬーどる（温泉入浴付）

新鮮な鯛の中骨をじっくり煮込んだ上品な
お出汁に、良質な脂がのった鯛鎌の炙りと
淡路産玉葱がたっぷり入った極上麺。
鯛のつみれと共にあっさり味の味噌スー
プが絡んだ淡路島ぬーどるを新鮮なお刺
身他、コース仕立てでお楽しみ下さい。

新鮮な鯛の中骨をじっくり煮込んだ上品な
お出汁に、良質な脂がのった鯛鎌の炙りと
淡路産玉葱がたっぷり入った極上麺。
鯛のつみれと共にあっさり味の味噌スー
プが絡んだ淡路島ぬーどるを新鮮なお刺
身他、コース仕立てでお楽しみ下さい。

淡路夢泉景 鍋ダイニング いいそ
洲本市小路谷１０５２-２
◆営業時間/11:30～14:00
◆定休日/年中無休　◆駐車台数/100台

℡(0799)22-0035

淡路猪豚の肉味噌ぬーどる

豚骨と淡路産の玉ねぎや野菜
を大鍋でグツグツと煮たスー
プベースに生姜を効かせて牛
乳でまろやかに仕上げたスー
プです。猪豚の肉味噌をトッピ
ングに添えました。

豚骨と淡路産の玉ねぎや野菜
を大鍋でグツグツと煮たスー
プベースに生姜を効かせて牛
乳でまろやかに仕上げたスー
プです。猪豚の肉味噌をトッピ
ングに添えました。

海のホテル島花 ナチュラルカフェ 南風花
洲本市小路谷1227-5
◆営業時間/ 11:30～13:30（L.O13:00）
◆定休日/火曜日・木曜日　◆駐車台数/70台

℡(0799)24-3800

ホルモン鍋屋さんのつけ麺

パンチの効いた濃厚
で深みのある味わ
いの秘伝だしを使い
淡路島ぬーどるとの
相性も抜群！
是非ご賞味下さい。

パンチの効いた濃厚
で深みのある味わ
いの秘伝だしを使い
淡路島ぬーどるとの
相性も抜群！
是非ご賞味下さい。

海岸通り お冨
洲本市海岸通1-4-8
◆営業時間/ 17:00～23:30（L.O23:00）
◆年末年始不定休　◆駐車台数/7台

℡(0799)23-0066

四玉麺（しぎょくめん）

酒粕で作る自家製チュー
ニャンが淡路島ぬーどるに
がっつり絡む一品。淡路産
玉葱を、煮る、揚げる、焼く、
スープと四つの調理法で
味わえます。

酒粕で作る自家製チュー
ニャンが淡路島ぬーどるに
がっつり絡む一品。淡路産
玉葱を、煮る、揚げる、焼く、
スープと四つの調理法で
味わえます。

淡路島観光ホテル 夜食処 いそべ亭
洲本市小路谷1053-17
◆営業時間/19:00～24:00（L.O）
◆定休日/不定休　◆駐車台数/90台

℡(0799)26-0111

バル特選海鮮 淡路島ぬーどる

地元由良産の海老・烏賊・鯛など
地産地消にこだわりました。特選つ
ゆは、昆布、鰹などで引いた出し汁
に地元の醤油で味付けしました。

地元由良産の海老・烏賊・鯛など
地産地消にこだわりました。特選つ
ゆは、昆布、鰹などで引いた出し汁
に地元の醤油で味付けしました。

ホテルニューアワジ かまどダイニング バル淡道
洲本市小路谷２０
◆営業時間/11:30～14:00　17:30～0:30
◆定休日/火曜日の昼　◆駐車台数/200台

℡(0799)23-2200

淡路島ぬーどるのブイヤベース風スープ仕立て

鯛の骨でとったダシに茸、玉葱、
サフランを入れ煮詰め、生ク
リーム、ホタテ、エビ、蛸、トマトで
仕上げたソースを盛った麺の上
からかけ、青ねぎとセルフィユで
トッピング。

鯛の骨でとったダシに茸、玉葱、
サフランを入れ煮詰め、生ク
リーム、ホタテ、エビ、蛸、トマトで
仕上げたソースを盛った麺の上
からかけ、青ねぎとセルフィユで
トッピング。

ホテルニューアワジ レストランシーサイド
洲本市小路谷２０
◆営業時間/11:30～14:00
◆定休日/不定休　◆駐車台数/150台

℡(0799)23-2200

ボロネーゼ

淡路牛と淡路島の玉ねぎをたっぷ
りと使用し、淡路島ぬーどるをボロ
ネーゼに。もちもちとした麺によく絡
み、食べごたえありです。

淡路牛と淡路島の玉ねぎをたっぷ
りと使用し、淡路島ぬーどるをボロ
ネーゼに。もちもちとした麺によく絡
み、食べごたえありです。

charlar（チャルラール）
洲本市本町6-１-７
◆営業時間/ LUNCH 平　日11:30～15:00（L.O14:00）
  土日祝11:30～15:00（L.O14:30）
 DINNER 火水木日17:30～23:00（L.O22:00）
  金土祝前日17:30～24:00（L.O23:00）
◆定休日/月曜日・第1日曜日

℡(0799)53-6677

レモン鍋ぬーどる

塩こうじと酒粕をベース
にレモン風味に仕上げた
お鍋です。
お鍋の〆に淡路島ぬーど
るをご堪能下さい。

塩こうじと酒粕をベース
にレモン風味に仕上げた
お鍋です。
お鍋の〆に淡路島ぬーど
るをご堪能下さい。

ダイニングバー 酒林
洲本市本町６丁目２－２６
◆営業時間/17:30～23:30　◆定休日/月曜日

℡(0799)22-4546

淡路島ぬーどる鍋焼きスタイル

淡路島産たまねぎ、えび
天をとろみのついたダシ
でご提供。とろみのある
鍋ぬーどるを是非!

淡路島産たまねぎ、えび
天をとろみのついたダシ
でご提供。とろみのある
鍋ぬーどるを是非!

Dining & Bar 彩翔
洲本市本町１丁目７－１９
◆営業時間/ 11:30～14:00   17:30～22:00（土0：00まで）
◆定休日/日曜日　◆駐車台数/2台

℡(0799)22-2129

麺のもっちり感と牛丼の具材と
がマッチした絶妙の美味し
さを味わって下さい。
ぬーどるは湯がいて、にんに
くの旨みを摘出したＸＶオリー
ブオイルで炒めております。

麺のもっちり感と牛丼の具材と
がマッチした絶妙の美味し
さを味わって下さい。
ぬーどるは湯がいて、にんに
くの旨みを摘出したＸＶオリー
ブオイルで炒めております。

淡路島の手延べそうめんの製法で作った乾麺を釜揚げにこだわって湯がきたてでご提供。
淡路牛のミンチ肉と焼き野菜、淡路玉葱を分厚い鉄板でさっと高温で炒めました。
淡路島の手延べそうめんの製法で作った乾麺を釜揚げにこだわって湯がきたてでご提供。
淡路牛のミンチ肉と焼き野菜、淡路玉葱を分厚い鉄板でさっと高温で炒めました。

40年間の歴史を持つ当店の人気メ
ニュー「イタリアン（ナポリタン）」を
ぬーどるでアレンジ。昔ながらの
トマトケチャップで作るソースに
淡路玉ねぎ、ハム、マッシュ
ルームなどをトッピング。

40年間の歴史を持つ当店の人気メ
ニュー「イタリアン（ナポリタン）」を
ぬーどるでアレンジ。昔ながらの
トマトケチャップで作るソースに
淡路玉ねぎ、ハム、マッシュ
ルームなどをトッピング。

淡牛ぬーどる

松葉寿司
南あわじ市広田広田528-1
◆営業時間/平日11:00～14:00  17:00～20:30
　　　　　 土日祝11:00～20:30
◆定休日/12月30日～1月1日　◆駐車台数/50台

℡(0799)45-1019

うどん出汁をベースに淡路鶏のモ
モ肉を蒸し煮して出汁をとった、
あっさりめのぬーどるです。

うどん出汁をベースに淡路鶏のモ
モ肉を蒸し煮して出汁をとった、
あっさりめのぬーどるです。

淡路鶏和風ぬーどる

淡路ワールドパークONOKORO
淡路市塩田新島８－５
◆営業時間/平日 10:30～15:30 休日 10:30～16:00
◆定休日/年中無休　◆駐車台数/1,000台

℡(0799)62-1192

パーコー（排骨）麺

淡路島産の猪豚ロースを中華
スパイス等に下味を付け唐揚
げにして、淡路島ぬーどるをしょ
う油スープに仕上げ、トッピング
に半熟卵と玉葱のフライを添え
ました。

淡路島産の猪豚ロースを中華
スパイス等に下味を付け唐揚
げにして、淡路島ぬーどるをしょ
う油スープに仕上げ、トッピング
に半熟卵と玉葱のフライを添え
ました。

パルシェ香りの湯 和食処かおり
淡路市尾崎3025-1
◆提供時間/ 11:30～21:00（L.O20:00）
◆定休日/不定休　◆駐車台数/200台

℡(0799)85-1126

ハモ天ぬ～どる

淡路ハモ、玉葱で特製だしをと
り、手延べ麺に旨味がマッチ。
ハモ天は季節限定。又、岩屋港
で水揚げされた食材（穴子天
ぬ～どる）一度ご賞味下さい。

淡路ハモ、玉葱で特製だしをと
り、手延べ麺に旨味がマッチ。
ハモ天は季節限定。又、岩屋港
で水揚げされた食材（穴子天
ぬ～どる）一度ご賞味下さい。

お食事処 浜ちどり
淡路市岩屋925-27
◆営業時間/11:00～20:15（L.O）
◆定休日/火曜日（祝日営業）　◆駐車台数/3台

℡(0799)72-2556

つけ汁三昧

淡路島ポーク、淡路産の
玉葱、牛肉、タコを使用し、
豆乳と自家製だし醤油他
でアレンジした、つけ汁で
召し上がっていただき、淡
路島三昧になって下さい！

淡路島ポーク、淡路産の
玉葱、牛肉、タコを使用し、
豆乳と自家製だし醤油他
でアレンジした、つけ汁で
召し上がっていただき、淡
路島三昧になって下さい！

我流遊食 笑に志。
洲本市桑間830-1
◆営業時間/18:00～3:00ぐらい
◆定休日/不定休　◆駐車台数/14台

℡(0799)24-2315

淡路島ポークのぼっカレーぬーどる

もっちもちの淡路島ぬーどると
黒豚と猪豚の交配により淡路
島で誕生した淡路島ポークの
特製カレーと淡路島ポークを
甘辛く煮込んだぼっかけの美
味しい組み合わせ!!

もっちもちの淡路島ぬーどると
黒豚と猪豚の交配により淡路
島で誕生した淡路島ポークの
特製カレーと淡路島ポークを
甘辛く煮込んだぼっかけの美
味しい組み合わせ!!

大鳴門橋記念館2F 絶景レストラン うずの丘
南あわじ市福良丙936-3
◆営業時間/9:00～15:00（L.O）　
◆定休日/無休（臨時休業あり）

℡(0799)52-2888

石焼海鮮餡かけぬーどる

石焼鍋に入った淡路島ぬーど
ると、鯛・蛸・海老の魚介類。淡
路島たまねぎをはじめとする旬
のお野菜もふんだんに使用し
た淡路島産の卵とじ餡をかけ
てご賞味ください。

石焼鍋に入った淡路島ぬーど
ると、鯛・蛸・海老の魚介類。淡
路島たまねぎをはじめとする旬
のお野菜もふんだんに使用し
た淡路島産の卵とじ餡をかけ
てご賞味ください。

道の駅 うずしお
南あわじ市福良丙947-22
◆営業時間/10:00～15:30（L.O） 16:00まで
◆定休日/12月要問合わせ　◆駐車台数/50台

℡(0799)52-1157

カレーつけ麺

麺のこしをいかしたカレーつけ麺です。
淡路玉葱のフライ・猪豚のカリカリ揚
げを盛り付けてカレーの辛さを温泉玉
子でおさえ、さらにチーズで味付けしま
した。ごはん付きなので、最後にカレー
ライスとしてもお楽しみいただけます。

麺のこしをいかしたカレーつけ麺です。
淡路玉葱のフライ・猪豚のカリカリ揚
げを盛り付けてカレーの辛さを温泉玉
子でおさえ、さらにチーズで味付けしま
した。ごはん付きなので、最後にカレー
ライスとしてもお楽しみいただけます。

鼓亭
南あわじ市福良甲512-22
◆営業時間/11:00～15:00  17:00～20:30
◆定休日/木曜日　◆駐車台数/10台

℡(0799)52-2639

イタリアンぬーどる（サラダ付）

茶房 アリス亭
南あわじ市福良甲1528-34
◆営業時間/8:00～18:30
◆定休日/月曜日

℡(0799)52-0328

淡路島猪豚ぬーどる

淡路島産の特製猪豚チャー
シューと淡路島産玉ねぎをトッ
ピングし、あっさりとした自家製
中華スープにて仕上げました。
是非ご賞味下さい。

淡路島産の特製猪豚チャー
シューと淡路島産玉ねぎをトッ
ピングし、あっさりとした自家製
中華スープにて仕上げました。
是非ご賞味下さい。

広東料理 亀虎
淡路市夢舞台2番地
◆営業時間/ 11:00～15:00（L.O14:30）
 17:00～21:00（L.O20:30）
◆定休日/火曜日　◆駐車台数/600台

℡(0799)74-2881

淡路島カルボナーラぬーどる

淡路島の牛乳と卵を使ったソース
は和風出汁を加えてクリーミーで
コクがありモチモチの麺と相性抜
群、淡路真ダコと焼穴子のトッピ
ングで、一味アップ。是非ご賞味
下さい。

淡路島の牛乳と卵を使ったソース
は和風出汁を加えてクリーミーで
コクがありモチモチの麺と相性抜
群、淡路真ダコと焼穴子のトッピ
ングで、一味アップ。是非ご賞味
下さい。

カフェ あおい
淡路市郡家85-2
◆営業時間/7:00～17:00（L.O16:30）
◆定休日/火曜日　◆駐車台数/10台

℡(0799)85-0007

淡路島穴子 on the ぬーどる

炭火で焼いた淡路穴子
を、淡路玉葱の甘みが加
わった「鼓や」特製のだし
に、さっとくぐらせ『手延べ
麺・淡路島ぬーどる』の上
に一本丸々ねかせました。

炭火で焼いた淡路穴子
を、淡路玉葱の甘みが加
わった「鼓や」特製のだし
に、さっとくぐらせ『手延べ
麺・淡路島ぬーどる』の上
に一本丸々ねかせました。

鼓や
淡路市多賀１１１９-５２
◆営業時間/12:00～14:00  17:00～21:00（L.O20:00）
◆定休日/木曜日　◆駐車台数/12台

℡(0799)85-0167

淡路島すき鍋ぬーどる

かつおと昆布をベースにしたプラザ
淡路島特製の出汁で島の魚介と
新鮮な野菜を喉越しの良い淡路島
ぬーどると一緒にお楽しみ頂けま
す。淡路島玉葱と出汁の相性は最
高です。１日限定10食。

かつおと昆布をベースにしたプラザ
淡路島特製の出汁で島の魚介と
新鮮な野菜を喉越しの良い淡路島
ぬーどると一緒にお楽しみ頂けま
す。淡路島玉葱と出汁の相性は最
高です。１日限定10食。

ホテルニューアワジ プラザ淡路島 ダイニング花桐
南あわじ市阿万吹上町1433-2
◆営業時間/11:30～14:00
◆定休日/不定休　◆駐車台数/150台

℡(0799)55-2500

淡路島あんかけぬーどる

あんかけスパゲッティ発祥名古
屋出身料理長考案メニュー!
淡路島玉ねぎがたっぷり溶け込
んだ特製あんかけソースと淡路
島ぬーどるにエビフライが夢の
コラボ!!

あんかけスパゲッティ発祥名古
屋出身料理長考案メニュー!
淡路島玉ねぎがたっぷり溶け込
んだ特製あんかけソースと淡路
島ぬーどるにエビフライが夢の
コラボ!!

kitchen&pension AMA Terrasse
南あわじ市阿万塩屋 565-2
◆営業時間/10:00～17:00 ランチ 11:00～14:00（L.O）
◆定休日/水曜日　◆駐車台数/10台

℡(0799)55-0111

あわじ島焼きそば

淡路市多賀470-1   
TEL 0799-85-0648
◆定休日/年中無休　◆駐車台数/10台

29 お好み焼 オレンジりんご 伊弉諾神宮前店

洲本市下加茂1-1-68　
TEL 0799-22-1001
◆定休日/年中無休　◆駐車台数/23台

31 えぇとこどり

南あわじ市神代国衙1087-1　
TEL 0799-42-7700
◆定休日/年中無休　◆駐車台数/35台

32 お好み焼 満面 国衙店

淡路市大谷891-1　
TEL 0799-64-0038
◆定休日/年中無休　◆駐車台数/25台

30 お好み焼 満面 大谷店

◆営業時間/ 11:00～15:00  17:00～23：00（平日）  11：00～23：00（土）  11：00～22：30（日祝）

815円（税別）
［880円（税込）］

926円（税別）
［1,000円（税込）］

630円（税別）
［680円（税込）］

1,000円（税別）
［1,080円（税込）］

2,030円（税別）
［2,193円（税込）］

2,963円（税別）
［3,200円（税込）］

1,200円（税別）
［1,296円（税込）］

1,991円（税別）
［2,150円（税込）］

926円（税別）
［1,000円（税込）］

1,320円（税別）
［1,425円（税込）］

1,320円（税別）
［1,425円（税込）］

1,500円（税別）
［1,620円（税込）］

2,000円（税別）
［2,160円（税込）］

926円（税別）
［1,000円（税込）］

①淡路真ダコトッピング
②淡路真ダコと焼穴子のトッピング

1,223円（税別）
［1,320円（税込）］

880円（税別）
［950円（税込）］

1,112円（税別）
［1,200円（税込）］

741円（税別）
［800円（税込）］

1,093円（税別）
［1,180円（税込）］

1,200円（税別）
［1,296円（税込）］

1,300円（税別）
［1,404円（税込）］

815円（税別）
［880円（税込）］

630円（税別）
［680円（税込）］

1,280円（税別）
［1,382円（税込）］

700円（税別）［756円（税込）］
900円（税別）［972円（税込）］

1,200円（税別）
［1,296円（税込）］

2,200円（税別）
［2,376円（税込）］

1,112円（税別）
［1,200円（税込）］

780円（税別）
［842円（税込）］
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