
プレミアムブレンド

五条川ブレンド 400円~

レガロロースターズコーヒー

【営業時間】

テイクアウト 10:00~18:00  

コーヒー豆焙煎 11:30~18:00

【定休日】月曜日

【住所】北山町西312番地

村瀬マンション101

【電話】81-9930【配達】×

コメダ珈琲江南村久野店

【営業時間】7:00~20:00

【定休日】なし

【住所】村久野町瀬頭163-5

【電話】57-4777【配達】×

みそカツパン 880円～

和牛カルビ弁当 1,080円

なかた牧場

【営業時間】 11:30~24:00

【定休日】なし

【住所】高屋町西町44番地

【電話】96-7889【配達】○

価格はすべて税込価格です

飛騨牛ハンバーグ弁当 1,080円
その他、メニューご用意しています！

サンドイッチ、バーガー、トースト類
その他、メニューご用意しています！

http://www.tostadores.jp/


インドカレー ドスティ２号店
【営業時間】

11:00~14:30 /17:00~20:00 

【定休日】なし

【住所】飛高町門野189

【電話】96-7463【配達】×

味のがんこ炎江南店

【営業時間】 17:00~23:00（平日）

16:30~23:00（土日）

【定休日】なし

【住所】小郷町字伍大力103

【電話】53-3120【配達】×

カルビ大将 江南店

【営業時間】

11:30~14:30 / 17:00~24:00（平日）

11:30~14:30 / 16:30~24:00（土日祝）

【定休日】なし

【住所】赤童子町栄3-1

【電話】56-0041【配達】×

やわらかカルビ重 1,058円

やわらかカルビ弁当 1,058円

ナンとカレーのセット 580円

価格はすべて税込価格です

夜はテイクアウトに限り、単品カレーの
値段そのままでナンをサービス！

6/30まで

ご好評のうちに終了いたしました

https://www.atom-corp.co.jp/index.php
https://www.atom-corp.co.jp/index.php
https://www.facebook.com/dosticurry/


ほていパン

【営業時間】 8:30～16:00

【定休日】なし

【住所】寄木町秋葉230

【電話】50-5688【配達】×

ほてい食パン 800円

ブーランコ江南店

【営業時間】 8:00~17:00

【定休日】なし

【住所】江森町東191-1

【電話】56-1788【配達】×

菓子パン・惣菜パン 130円

カフェレスト オリーブ

【営業時間】 7:00~17:00

【定休日】日曜日

【住所】古知野町小金112

【電話】54-2040【配達】×

ミックスサンド 550円+コーヒー付 700円

（8:00~15:00）

価格はすべて税込価格です

カツ丼 600円+コーヒー付 750円

（11:00～14:00）

ほていバター食パン



ハワイアンパーティボックス 1,180円

コナズ珈琲 江南店

【営業時間】

平日 10:00~22:00(Lo21:00)

土・日・祝 9:00~22:00(Lo21:00)

【定休日】なし

【住所】東野町神上157

【電話】55-0272【配達】×

価格はすべて税込価格です

元祖やきとり家美濃路
江南店

【営業時間】17:00～24:00

【定休日】なし

【住所】古知野町熱田7

【電話】51-0770【配達】×

惣三郎

【営業時間】

平日・土祝 16:00~22:00(Lo21:00)

日曜 11:00~22:00(Lo21:00)

【定休日】水曜日

【住所】赤童子町良原156-1

【電話】54-2661【配達】×

お好み焼き 豚玉 550円

串盛り5本セット 540円
串カツ5本セット 432円

その他、メニューご用意しています！

その他 焼きそば、たこ焼きなど
メニューご用意しています！

その他、メニューご用意しています！

ご好評のうちに終了いたしました

https://konas-coffee.com/
https://www.instagram.com/konas_coffee/
https://twitter.com/konas_coffee


カツパン 880円

コメダ珈琲店 江南西店

【営業時間】7:30~20:00

【定休日】なし

【住所】東野町米野85

【電話】53-1900【配達】×

価格はすべて税込価格です

WINCHESTER

【営業時間】15:00~24:00

【定休日】日曜日

【住所】古知野町朝日143

江南駅前第一ビル1階

【電話】080-9119-2772

【配達】×

いちごミルクMサイズ 483円

サンドイッチ、バーガー、トースト類
その他、メニューご用意しています！

抹茶チーズMサイズ 594円

タスコ珈琲店

【営業時間】9:00~19:00(Lo18:00)

【定休日】日・祝日

【住所】古知野町小金113-3

【電話】54-5144【配達】×

アイスコーヒー 324円
アイスカフェラテ 378円

ご好評のうちに終了いたしました

https://www.instagram.com/dartswinchester/
https://www.konan-beans.com/
https://www.instagram.com/taxcocoffee.roastery/


価格はすべて税込価格です

ふれんど
【営業時間】10:00~19:30

【定休日】火・水曜日

【住所】布袋町南107番地

【電話】54-1889【配達】×

たこそば 肉入 500円
クレープ生クリームチョコバナナ 350円
その他、メニューご用意しています！

喫茶 リリアン

【営業時間】7:30~18:00

【定休日】月曜日・第3水曜日

【住所】高屋町大門214-1

【電話】53-4131【配達】×

おむすびセット 500円 しゃけ弁当 600円

古今堂

【営業時間】

7:00~18:00(L.O17:30)

【定休日】なし

【住所】前飛保町河原7-1

【電話】51-0155【配達】×

おにぎり 1個 320円 、2個 530円 カレー 510円～、えびかつカレー 810円



価格はすべて税込価格です

雑貨とお教室カフェ小箱

【営業時間】

10:00~15:00ラストオーダー

(土曜日は12:00まで)

【定休日】不定休(SNSでお問い合わせください)

【住所】宮後町出屋敷33

【電話】080-8257-9930

【配達】×

フルーツジンジャーsoda 550円 自家製果実酢カッシュ460円

串カツ田中 江南店

【営業時間】16:00~23:00

(土・日・祝日は12:00~23:00)

【定休日】なし

【住所】古知野町朝日280

μPLAT江南2F

【電話】22-7444【配達】×

コロナにカツセット 612円 定番5本盛り 500円 肉串8本盛り 800円

焼きそば家こう

【営業時間】

11:00~14:30(L.O 14:00)

17:30~22:00(L.O 21:30)

【定休日】木曜日

【住所】尾崎町河原53-1

【電話】55-2255【配達】×

ソース焼きそば / 塩焼きそば
各450円

鶏の唐揚げ、みそカツ、カレーライス等
お弁当も出来ます

https://www.facebook.com/kobako585/
https://www.instagram.com/kobako2016/?hl=ja
https://kushi-tanaka.com/restaurant/detail/konan


価格はすべて税込価格です

なかむら屋

【営業時間】

11:30~14:00 / 17:00~21:00

【定休日】月・火曜日

【住所】村久野町藤里80

【電話】57-5858【配達】×

どて丼 540円 豚丼 540円 / カレー丼 540円

ダイニング 栄夏

【営業時間】

11:00~14:00 / 17:00~22:00

【定休日】日・月曜日

【住所】飛高町栄7-3

【電話】87-8126【配達】◯

栄夏弁当 1,000円

juju

【営業時間】

8:00~16:00 / 17:00~21:00

【定休日】火曜日

【住所】飛高町中町106-1

【電話】090-7435-0025【配達】×

ステーキ丼 1,000円
サンドイッチもあります♪

おばんざい各種あります♪



価格はすべて税込価格です

インド料理 プルニマ 江南店

【営業時間】

11:00~15:00 / 17:00~22:00

【定休日】不定休

【住所】今市場町高根83

【電話】53-4600【配達】×

1/31まで
テイクアウトカレー全品半額

たこ焼き味和

【営業時間】

10:00～18:00     

木曜日のみ10:00～17:00

【定休日】火曜日

【住所】前飛保町寺町256-1

【電話】090-3939-4875

【配達】×

から揚げ６個入り（３００円）
和風たこ焼き（た米焼き） 350円

ボンパナ江南店
【営業時間】7:00~19:00

【定休日】1月1日・2日

【住所】木賀町定和34

【電話】54-8668

【配達】×

サンドイッチ 180円～

https://tabelog.com/aichi/A2303/A230301/23062837/
https://miwa-takoyaki.com/

