
田原市共同商品券事業協議会 ●令和2年7月13日時点の取扱店です。
●地区順、店舗名アイウエオ順に掲載。

＜Ｐ．１＞
地　　区 店舗名 電話番号 地　　区 店舗名 電話番号

東部･六連 いろは茶屋 22-2248 新･本町 源氏寿司 22-5838
東部･六連 魚栄 27-0819 新･本町 こも天 22-0700
東部･六連 ビジネスホテルおかだ家　田原店 22-0323 新･本町 田原市役所食堂 22-1111
東部･六連 サクラカフェ 22-3122 新･本町 お好み焼・焼きそば　もく 22-2038
東部･六連 久美原海岸　タカ 090-7029-2817 萱町 赤から　田原店 37-5688
東部･六連 食事処　田原屋 23-0612 萱町 珈琲本舗　いとう屋 23-0675
東部･六連 トアーロード 22-2663 萱町 エミル 23-1606
東部･六連 うどんそば　浜千代 22-3826 萱町 大谷屋 22-2188
神戸･東赤石･大草 カーサ・ボーノ 23-4281 萱町 大谷屋食堂 22-1201
神戸･東赤石･大草 かつさと　田原めっくんはうす店 27-6267 萱町 ＯＲＣＡ　bistro & bar 080-9728-0303
神戸･東赤石･大草 珈瑠満 23-3322 萱町 居酒屋　Ｋａｉ 22-7678
神戸･東赤石･大草 珈琲屋　かれんと田原 22-9877 萱町 菊万 22-0234
神戸･東赤石･大草 来た佐 23-2451 萱町 居酒屋　きらく 22-0813
神戸･東赤石･大草 食事処　四季亭 23-3569 萱町 グリル華 22-3531
神戸･東赤石･大草 焼肉　笑徳　田原店 23-7057 萱町 居肴屋　げんき村 22-7881
神戸･東赤石･大草 眞味 22-6616 萱町 ﾋﾞｽｺｯﾄｶﾌｪ　こすたりか　田原店 27-7828
神戸･東赤石･大草 せんりき 22-7155 萱町 三ぷくうどん 22-6153
神戸･東赤石･大草 中国料理　第一飯店 22-2691 萱町 重よし 23-2233
神戸･東赤石･大草 田原シティホテル（アプレシオ） 22-5288 萱町 ｓｎａｃｋ　７ 23-1411
神戸･東赤石･大草 焼きたてパン工房　ｃｈｏｅｉｋｅｎ　めっくんはうす店 23-7488 萱町 田原屋 22-0277
神戸･東赤石･大草 居酒屋　てげてげ 28-0349 萱町 スナック　椿 22-7112
神戸･東赤石･大草 中国料理　蓬莱亭 23-3911 萱町 花あかり 23-2318
神戸･東赤石･大草 喫茶　まるご 22-0413 萱町 旬屋　はなみち 27-7887
神戸･東赤石･大草 石臼挽き香りそば  みつまる 28-0212 萱町 うどん・そば　伴喜 22-0322
神戸･東赤石･大草 めっくんはうすレストラン 27-6011 萱町 遊食ダイニング  風雅 22-3961
神戸･東赤石･大草 ユースクエーカー 22-7181 萱町 福住 22-0136
神戸･東赤石･大草 Ｃａｆｆｅ－Ｌｕａｎａ 23-7288 萱町 中国料理　福忠 22-0317
童浦 ウインドシティホテル 23-3555 萱町 ブルーベルカフェ 22-5345
童浦 カフェめし処  かさやま 23-0205 萱町 焼肉ダイニング　ぼうや 23-2033
童浦 カフェレスト　きいぷ 22-6365 萱町 洋風菜彩　Moto's　café 23-2002
童浦 食蔵　北の国から 23-1678 萱町 夕やけ横丁三丁目田原駅前店 22-7773
童浦 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｍａｋｉ 22-1036 萱町 ＷＡＳＨＡＧＡＮＣＨＩ田原店 27-8850
童浦 焼肉レストラン  欣龍 23-0205 赤石･衣笠･南部 居酒屋　いなか 23-1737
童浦 蔵王パノラマカフェ 22-0426 赤石･衣笠･南部 エーキッチン 22-9699
童浦 焼肉　しんか 23-2885 赤石･衣笠･南部 ｏｈａｃｏ 26-4005
童浦 Ｈａｐｐｙ　Ｖａｌｌｅｙ　田原店 23-2288 赤石･衣笠･南部 カレーガネーシャ 37-5433
童浦 万太郎寿司真木 23-0578 赤石･衣笠･南部 喫茶　サンライト 23-2373
童浦 みかわの郷 22-6382 赤石･衣笠･南部 焼肉　ジャンビア 22-6626
童浦 やまかわ 22-1033 赤石･衣笠･南部 じゅうじゅう家 23-7665
童浦 とんかつ　やまと 23-0456 赤石･衣笠･南部 中華飯店　すぎうら 23-2778
童浦 六左ヱ門 赤石･衣笠･南部 和食屋　鈴幸 22-4752
巴江 池ノ原会館 23-2446 赤石･衣笠･南部 焼肉　泰将 22-1266
巴江 珈琲文庫 22-5533 赤石･衣笠･南部 お食事処　滝 LINEID:3takitaki 
巴江 珈琲館　サムソン 22-6448 赤石･衣笠･南部 なごみの郷 23-7116
巴江 崋山会館内　四季 23-7580 赤石･衣笠･南部 お好み焼・焼きそば　なんじゃもんじゃ 27-9600
巴江 大衆酒場　TAMARIVA 28-0147 赤石･衣笠･南部 ひろ寿し 22-2234
巴江 こーひー家　茶苑 23-2760 赤石･衣笠･南部 ぷれーみゅーじっく　変竹林 23-1728
巴江 のぼる食堂 22-3161 赤石･衣笠･南部 豆の樹
巴江 マクドナルド　田原パオ店 24-1435 赤石･衣笠･南部 カフェテラス・マリオ 22-4001
巴江 若草 22-5500 赤石･衣笠･南部 スナック　みどり 23-0855
新･本町 柏屋 22-0216 赤石･衣笠･南部 らーめん広場　麺福 23-2691

「飲食店・宿泊施設応援　プレミアム付商品券」　取扱店一覧表



＜Ｐ．２＞
地　　区 店舗名 電話番号 地　　区 店舗名 電話番号

赤石･衣笠･南部 串カツ　RANMARU 23-7828 福江 一筋 32-3158
赤石･衣笠･南部 王府　田原店 22-5225 福江 福寿庵 32-3004
野田 お食事処　ないき 25-0061 福江 マザーポケット 37-1191
野田 レストハウス　なかや 25-0268 福江 みよしや 32-0413
野田 はみんぐばーど 25-0773 福江 名人荘 32-0354
野田 マルト清水屋 25-0022 福江 もち屋 32-0473
野田 ｻﾝﾃﾊﾟﾙｸ　ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ ｍｕｓｈａ 24-5400 福江 森久三 32-1205
野田 ｻﾝﾃﾊﾟﾙｸ　旬採だいにんぐ　ｍｏｇｕ 24-5400 福江 焼肉笑徳渥美店 32-2985
高松 かねなか 45-2179 福江 焼肉Ｓｕｇｉ 33-0570
高松 カラオケ喫茶　並樹 45-3925 福江 山吉支店 32-2469
高松 岬路 45-2827 福江 与加楼 32-0105
高松 ロングビーチカフェ 45-4353 福江 善美鮨 32-0127
赤羽根 大浜屋 45-2028 福江 ラ・パン 34-6466
赤羽根 くらり 45-4088 福江 王府あつみ店 33-0678
赤羽根 レストラン・サーフィン 45-3181 中山・小中山 大村庵 32-0159
赤羽根 鈴木屋 45-2025 中山・小中山 休暇村伊良湖 35-6411
赤羽根 スズキヤ食堂 36-4846 中山・小中山 西山あるる 35-1241
赤羽根 ＤＩＥＺ　café 45-3311 中山・小中山 ㈲福正 32-1128
赤羽根 めん処　はないち 45-4187 中山・小中山 味作 33-0339
赤羽根 ホット赤羽根 45-2096 中山・小中山 森陸 32-0251
赤羽根 ルルモアナ 45-3535 中山・小中山 大和屋 33-0045
赤羽根 Lei Leis  Kitchen&Bar 45-3456 岬 磯路 38-0300
赤羽根 王府　赤羽根店 36-6677 岬 いちば食堂 35-6731
若戸 カラオケ酒場　ツインビー 45-4755 岬 食堂と民宿いらごすなば 35-6591
若戸 ｔｓｕｎａｇｕ　ｃａｆｅ 36-6495 岬 伊良湖亭 35-6815
若戸 喫茶　ピア 45-2260 岬 伊良湖ビューホテル 35-6111
若戸 まるわか 45-2101 岬 伊良湖ホテル&リゾート 34-2325
若戸 菜処　和 45-4107 岬 うおすみ 35-6844
泉 いづみ寿司 37-0305 岬 貝の家　岬 35-6035
泉 宇津江荘 37-0246 岬 かき氷かわぐち 35-1041
泉 カジューバーガー 岬 恋路ケ浜　黒潮 35-6521
泉 民宿 白さぎ 37-0034 岬 紺豊 35-6809
泉 はなや 37-0112 岬 Shammy's café 080-6917-6141
泉 福寿司 37-0085 岬 伊良湖地魚の宿　たかのや 35-6864
泉 渥美の味処　むらかみ 37-1033 岬 太幸 38-0136
福江 アイヴィー館 32-2211 岬 民宿お食事処　田原屋 35-1097
福江 あいか 27-7977 岬 旅館　ちどり 35-1125
福江 あずみの 37-1266 岬 月の渚 35-0087
福江 井筒楼 32-1155 岬 灯台茶屋 35-6262
福江 お食事・吞み処　縁八 32-0386 岬 とこはる 38-0778
福江 オーシャンズピザ 37-1116 岬 地場魚貝料理　呑海 35-1134
福江 そば処　太田家 33-1161 岬 はまゆう 35-6744
福江 喫茶オレンジ 32-0234 岬 民宿　彦坂はまゆう 35-1160
福江 角上楼 32-1155 岬 萬八屋 35-0007
福江 釜めし木船 33-0665 岬 お食事処　みなみ 35-6712
福江 来村 32-3136 岬 海辺の宿　美はま 35-6202
福江 天ぷら和食　さくや 33-1516 岬 おもてなし処　龍宮之宿 35-6525
福江 SASUKE 洋食とお酒～酒助～ 36-6958
福江 そば処　さらしな 33-0688
福江 中国料理　周家 32-1118
福江 レストラン　ジュン 32-2175
福江 スギカワ 32-0297
福江 寿し兼 32-0118
福江 魚と貝のうまい店　玉川 32-0234
福江 ｽｲｰﾂ&ｼﾞｪﾗﾃﾘｱ バロック 37-0053


