
武寿司

郵便番号 ０３９－４３０１

住所 六ヶ所村大字泊字川原７５－６４１

電話番号 ０１７５－７７－２０５４

WEBサイト なし

おすすめメニュー ラーメン寿司セット、かき揚げ丼

定休日 日曜日

営業時間 昼 11:00~14:00 夜 17:00~20:00

Take Out あり

駐車場 あり（10台）

予約 可



はいから食堂

郵便番号 ０３９－４３０１

住所 六ヶ所村大字泊字川原７５－５９６ー２

電話番号 ０１７５－７３－０８４０

WEBサイト なし（インスタグラム：haikarashokudo）

おすすめメニュー ピリ辛みそもやしラーメン、日替りランチ、日替りカレー、大き
なエビフライ

定休日 水曜日

営業時間 10:00~19:00

Take Out あり

駐車場 あり（8台）

予約 可



喫茶 まーぶる

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附１１６４－１

電話番号 ０１７５－７２－４１６８

WEBサイト なし

おすすめメニュー カツカレー、ミックスピザ、ナポリタン

定休日 月曜日

営業時間 10:00~20:30

Take Out なし

駐車場 あり（8台）

予約 可



レストラン シーズン

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附１－３６ ハビタット壱番館１F

電話番号 ０１７５－７２－４２３４

WEBサイト なし

おすすめメニュー カツ定食、ポークステーキ定食、ハンバーグ定食

定休日 日曜日

営業時間 昼 11:00~14:00 夜 17:00~21:00

Take Out なし

駐車場 あり（5台）

予約 可



さつき リーブ店

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附１－６８

電話番号 ０１７５－７２－４３２６

WEBサイト なし

おすすめメニュー 台湾ラーメン、えらべるセット

定休日 不定休

営業時間 10:00~20:00

Take Out あり

駐車場 あり（リーブと兼用）

予約 不可



文化食堂

郵便番号 ０３９－４３０１

住所 六ヶ所村大字泊字村ノ内２８

電話番号 ０１７５－７７－２０３１

WEBサイト なし

おすすめメニュー カツカレー、いか沖付け定食、うに丼（要予約）

定休日 なし

営業時間 平日 10:30~18:00 土日 10:30~14:00

Take Out なし

駐車場 あり（10台）

予約 可



だるまや

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字家ノ前４－３４

電話番号 ０１７５－７２－２４７７

WEBサイト https://darumaya-syoku.com/

おすすめメニュー ろっこライス、豚バラ定食、からあげ定食

定休日 日曜日

営業時間 11:00~14:00

Take Out あり

駐車場 あり（16台）

予約 可



鮨 磯村

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野付１０８－２

電話番号 ０１７５－７２－２４５７

WEBサイト なし

おすすめメニュー 生姜焼き・から揚げ・鍋焼きうどん

定休日 日曜日

営業時間 17:30~22:00

Take Out なし

駐車場 あり（10台）

予約 可



魚政

郵便番号 ０３９－４３０１

住所 六ヶ所村大字泊字川原７０７－１

電話番号 ０１７５－７７－２８３８

WEBサイト なし

おすすめメニュー 刺身・焼き鳥・ナポリタン

定休日 日曜日

営業時間 18:00~23:00

Take Out あり

駐車場 あり（10台）

予約 可



居酒屋 さっちゃん

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附１０８－２

電話番号 ０１７５－７３－１１０７

WEBサイト なし

おすすめメニュー 馬刺し・餃子

定休日 日曜日・月曜日・祝日

営業時間 17:30~23:00 ※金曜日のみ 17:30~2:30

Take Out あり（電話予約のみ）

駐車場 あり（3台）

予約 可



日本料理 なかま

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附９９７－２

電話番号 ０１７５－７３－８３３６

WEBサイト なし

おすすめメニュー お刺身

定休日 土曜日・日曜日・祝日

営業時間 18:00~23:00

Take Out なし

駐車場 あり（4台）

予約 可



あぶにーる

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附４２

電話番号 ０１７５－７２－３５８９

WEBサイト なし

おすすめメニュー ナポリタン、サバの味噌煮、ちゃんぽん

定休日 第４・５月曜日（月１日）

営業時間 喫茶 9:00~17:00
食事 11:00~17:00（ラストオーダー15:45）

Take Out なし

駐車場 あり

予約 可



旬食

郵便番号 ０３９－３２１３

住所 六ヶ所村大字鷹架字道ノ下５６１－６

電話番号 ０１７５－７１－３１１５

WEBサイト https://6shunkan.com/restaurant

おすすめメニュー 海鮮ちゃんぽん

定休日 毎週月曜日（月曜日祝日の場合は翌日）

営業時間 11:00~14:00

Take Out なし

駐車場 あり

予約 要相談



居酒屋 味彩

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附４９３－１

電話番号 ０１７５－７２－２２０８

WEBサイト なし

おすすめメニュー チーズ入りたまご焼き・ホルモン焼き

定休日 日曜日 ※土曜日・祝日は不定休

営業時間 18:00~23:00

Take Out あり（要予約）

駐車場 あり（10台）

予約 可



風来坊

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附334-1

電話番号 ０１７５－７２－２０５６

WEBサイト なし（インスタグラム：furaibo1563）

おすすめメニュー 本日のおすすめ、大きなオムレツ、チャーハン

定休日 土曜日・日曜日・祝日

営業時間 18:00~23:00

Take Out なし

駐車場 あり（8台）

予約 可



松本屋

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附６１－１６

電話番号 ０１７５－７２－８４５５

WEBサイト なし

おすすめメニュー 豆乳みそラーメン、とんかつ定食、エビマヨ

定休日 土曜日・日曜日・祝日

営業時間 18:00~22:00

Take Out あり

駐車場 あり（10台）

予約 可



café Myuufor

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附１３０２－５

電話番号 ０１７５－７３－８７１５

WEBサイト http://www.myuufor.jp/
（インスタグラム：cafemyuufor）

おすすめメニュー ワタリガニのトマトクリームスパゲティ

定休日 日曜日

営業時間 11：30～20：00

Take Out あり

駐車場 あり（10台）

予約 可



レストラン フォレスト

郵便番号 ０３９－３２１３

住所 六ヶ所村大字鷹架字内子内３３７

電話番号 ０１７５－６９－１１２６

WEBサイト https://www.roccapocca.com/restaurant/

おすすめメニュー びっくり仰天丼、びっくりマウンテン唐揚げ定食

定休日 毎月最終月曜日
（祝日・イベント時は営業し別日に振り替え）

営業時間 昼 11:30~14:00 夜 18:00~21:00

Take Out あり

駐車場 あり

予約 可



ABC LOUNGE

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字野附1301-11

WEBサイト なし

おすすめメニュー ウイスキー各種

定休日 土曜日・日曜日・祝日

営業時間 20:00～

Take Out あり

駐車場 あり（４台）

予約 可



ドライブイン あかべこ

郵便番号 ０３９－３２１４

住所 六ヶ所村大字平沼字道ノ上５８

電話番号 ０１７５－７５－２１７２

WEBサイト なし

おすすめメニュー バラ焼き定食、五目ラーメン、みそラーメン

定休日 日曜日

営業時間 11:00~14:00

Take Out あり

駐車場 あり（6台）

予約 可



関東料理 長

郵便番号 ０３９－３２１２

住所 六ヶ所村大字尾駮字家ノ前９２

電話番号 ０１７５－７２－３９９６

WEBサイト なし

人気メニュー 唐揚げ

定休日 土曜日・日曜日

営業時間 18:00~22:30（ラストオーダー）

Take Out あり

駐車場 あり（2台）

予約 可


