自慢の手打ち麺をご賞味下さい！

1 手打ち 主水庵（もんどあん）

創業大正11年
こだわりの素材でこだわりのうどん

2 めんるい食堂 清田庵（せいだあん）

地元漁港で水揚げされた魚介類を
調理しています。

気軽なランチから、法要、祝い、宴会など。仕出し
30種類以上500円〜 様々な食のご提供を。

喜多（きた）

3 食楽飲笑

1 鰻と日本料理

魚介

ガマゴリ
うどん

あさりをたっぷりと贅沢に使ったダシ
が特徴で、蒲郡市内の認定店で召し
上がることができます。各店舗の創意
工夫を生かした味となっています。

三河湾の旬な魚介類をお楽しみください！

4

寿司八（すしはち）

休右衛門

1

地元三河湾が育む豊満なアサリ、ワカメを使用し
た逸品です。
天ぷら釜揚げうどんもおススメ！

0533-69-8855
蒲郡市三谷北通6-197
火
11:00〜14:30（ＬＯ14：00）
17:00〜20:30（ＬＯ20：00）

アサリの風味と白みそがベストマッチ。みつばがアクセン
トに味を引き立てます。あっさりしょうゆ味もあります。

0533-68-2274
蒲郡市中央本町30-24
木、第1・3・5水
11:00〜14:30（ＬＯ14：00）
17:00〜21:00（ＬＯ20：20）
クーポン

地元漁港で水揚げされた海の幸を使った
お手頃な本格寿司

5

松寿し（まつずし）

ガマゴリうどん 750円

ガマゴリうどん 850円

0533-57-1122
蒲郡市西浦町西浜田50-1
月、第3火（その他の火は夜のみ営業）
11:30〜14:00
17:30〜24:00

お食事をされた方に

ミニあんみつ又はミニアイスクリームサービス!

生け簀、水槽にお魚が泳いでます。

6

あっさり系白醤油仕立ての出汁は飲み干したくなる味。
メヒカリ唐揚げをトッピングした潮風薫る一品です。

うしお

クーポン

お食事をされた方に

ソフトドリンク1杯サービス

『海の見える新店舗（3月移転）』で魚料理を
ご堪能ください。

7

松月（しょうげつ）

愛知の味噌料理文化を支える
岡崎市八帖町で生産されて
いる長期熟成させた豆味噌
です。

岡崎
おうはん

日本人の味覚に合うように
育種改良された純国産の卵肉
兼用種で卵も肉もおいしい
鶏です。

八丁味噌料理と鉄板やきカレーの店。

4 元祖鉄板やきカレー byさん太

2

㈱葵製茶 茶房ＡＯＩ〈週末カフェ〉

NISHIO

八丁味噌カツランチ 896円

八丁
味噌

あいや本店

老舗抹茶メーカーがオリジナルスウィーツを
丁寧に作りました。
さぼうあおい

10種類から選べるコスパ最強ランチ。独自に調合
した八丁味噌だれの味わいはやみつきに。

0564-23-7655
岡崎市井田新町3-8
火
11:00〜14:00
17:30〜21:00
クーポン

お食事をされた方に

または
「ドリンク」
「デザート」サービス

元祖手打ち釜揚げうどん。
たいしょうあんかまはる

5

大正庵釜春 本店

八丁味噌ビーフシチュー 1,300円

柔らかく煮込んだ三州牛を八丁味噌を加えたデミ
グラスソースで味わう和洋出会いの料理。

0564-22-3254
岡崎市葵町1-17
火 ※月はランチのみ
11:00〜14:00（ＬＯ13：30）
17:00〜21:00（ＬＯ20：00）
クーポン

お食事された方に

「メロンパン１個」
プレゼント

四川料理を柱とする老舗中国料理店。
じょうほくはんてん

6 中国四川料理 海鮮料理 城北飯店

味噌煮込みうどん 1,200円

八丁味噌の風味を生かしたコクのあるスープと
国産小麦使用の歯ごたえのある麺が特徴。

0564-21-1355
岡崎市八帖町往還通69 岡崎カクキュー八丁村内
無休 （年末年始は除く）
11:00〜15:00（ＬＯ14：30）
クーポン

味噌煮込みうどんご注文の方は

「最中アイス」半額

岡崎名物
「なめし田楽」
を提供する創業120年を
超える和食の老舗。

7

八千代本店（やちよほんてん）

西尾の
抹茶

日本有数の抹茶の里、西尾市と
周辺地域で生産された茶葉を
茶臼挽きした抹茶。
まろやかな味わい、香り高い
綺麗な鶯色が特徴です。

3

カフェ竹庵（たけあん）

応募用紙

一色産
うなぎ

一色町の養鰻100年の
ノウハウと生産者の情熱が
育てる本物のうなぎです。

西尾駅から徒歩1分！
カフェ ハッチ ポッチ

4

CAFÉ HOTCH POTCH

創業130年の老舗、あいやの特製抹茶ぱふぇ。
高級食材を詰合せ、底の底まで美味しいぱふぇです！

シェーカー機を 使って自分で作る、本 格抹茶 グ
ラッセです。

0563-57-2570
西尾市上町上屋敷7番地
〈茶房〉月〜木 〈店舗〉木、
第4日
〈茶房〉10：00〜18：00
〈店舗〉 8：30〜18：10

0563-56-2233
西尾市上町横町屋敷15番地
年始
9：30〜18：30（ＬＯ17：30）

2018

応募
期間

9.1 〜12.31

て
店舗 まわっ！
1
各エリア 応募 しよう

岡崎

蒲郡

和三盆の抹茶ロールドリンク付／西尾もなかセット抹茶付
800円〜
1,000円

グラッセ 720円

あいや特製抹茶ぱふぇ 864円

西尾
・
崎
岡
・
蒲郡

和カフェでまったり楽しむ抹茶

西尾

OKAZAKI

ガマゴリうどん 960円

三河湾で獲れる旬の魚や貝、さらに
深海魚は脂の乗りが良く、旨味成分
豊富でバツグンの味わい！！
蒲郡の魚介を是非、堪能してください。

3 食事処

老舗の高級抹茶を存分に楽しめるパフェ！

岡崎

GAMAGORI

三河湾の

2 地産地消レストラン 味くりげ

カクキュー八丁味噌直営。本物の味を。
きゅうえもん

まで

蒲郡

おぎ乃

地産地消八丁味噌ビーフシチューと
焼きたてメロンパンが絶品。

西尾

ふわふわの抹茶ロールは和三盆で仕上げ優しい
甘さに。もなかはほろ苦い抹茶アイス。

0563-56-2783
西尾市本町6
月、
火
9：30〜17：30

S t a mp

S t amp

S t amp

クーポン 御濃茶(セール期間は除く)は10％オフ

お茶屋ならではのお値打ち抹茶スイーツ
こうかえん

5

香嘉園matcha café
（ヴェルサウォーク西尾内）

挽きたての西尾の抹茶を使用したメニュー沢山
ございます。 しょうかくえん さぼう

6

㈱松鶴園 茶房

お茶屋さんのオリジナル和スイーツ

7

なんざんえん

茶々屋南山園（ヴェルサウォーク西尾店）

抽選で合計45組様にペア食事券などを、また10名様に
参加店で使える1万円分の共通食事券をプレゼント！
ガマゴリうどん寿司セット
うどん大盛り

960円
1,080円

ガマゴリうどんと地元でとれた新鮮な食材を使用
したお寿司のセットです。是非一度お召し上がり
ください。

クーポン

1,000円以上のお食事をされた方に

おかみ手作り菓子をちょっぴりサービス

地元三河湾の地魚をアットホームな雰囲気で
気軽に味わえます。

8 和食三河湾魚貝料理 福善（ふくぜん）

0533-57-9346
蒲郡市形原町東戸甫井45-2
木、第2・4水
11:00〜14:00 17:00〜22:00（ＬＯ21：00）
クーポン おすしを注文された方に 赤出しサービス

どこかなつかしい趣のあるお店！
みかわざここうぼう

9 三河雑魚肴房 やま六

日替り煮魚定食 1,836円

うしお定食C 1,700円

新鮮なお刺身と天婦羅がセットになった当店自慢
の定食です。その他に、お刺身、天婦羅定食、メヒ
カリ唐揚げ、大あさり等もあります。

0533-57-2555
蒲郡市金平町開戸34-3
木、第1水
11:00〜22:00 (14:30〜17:00準備中)
クーポン お食事をされた方に 抹茶アイスサービス

自転車を店内に持ち込めるサイクリストに
人気のcafé！
チャリカフェ ポター

10 CHARI-CAFE

POTTER

和風みそカレーまぜめん（岡崎まぜめん） 880円

地元漁港で水揚げされた魚料理を中心とした日
替り定食をご提供しています。
※日により魚の種類・金額が異なります。

0533-57-3322
蒲郡市形原町春日浦29-1
日
11:00〜14:30（ＬＯ14：00）、17:00〜21:00（ＬＯ19：50）
クーポン

お食事をされた方に

ソフトドリンク1杯サービス

魚問屋直営店だから、毎日お値打ち価格でご提供！
ととのさと

11 魚々の里

とまりん

特製カレーと八丁味噌、岡崎おうはんの肉と卵を
鉄板で焼きあげた混ぜて食べる麺料理。

0564-64-2001
岡崎市八帖町往還通69 岡崎カクキュー八丁村内
月（祝日の場合は翌日）
11:00〜15:00（ＬＯ14：30）
※夜は宴会予約のみ営業
クーポン

お食事された方に

「シューアイス」
プレゼント

八丁味噌料理と季節の甘味。

8

いちかわ

八丁味噌煮込みうどん 1,260円

伝統の八丁味噌煮込みうどんは、その深い味わい
と食感がやみつきになる絶品です。

0564-21-0517
岡崎市中岡崎町6-9
不定休
11:00〜21:30
（水のみ11:00〜15:00）
土日祝 11:00〜21:45
ワンランク上のディナー、ランチを
ご賞味ください。
ろっぽんぎ

Ｉ
9 洋風懐石 ＲＯＰＰＯＮＧ

国産牛ロースの四川香り炒め 2,592円

牛ロース肉と香味野菜を八丁味噌で調味した甜麺
醤、四川豆板醤で香り高く炒めた一品。

0564-21-6545
岡崎市材木町82
木、第3水（年末を除く）
11:30〜14:30（ＬＯ14：00）
17:00〜21:30（ＬＯ21：00）
お食事されたグループ全員に
クーポン
杏仁豆腐サービス（昼夜可）

なめし田楽定食 1,620円

八丁味噌を使用し、備長炭で焼き上げた「木の芽
田楽」は、ここでしか味わえない秀逸な一品。柔ら
かな触感は一度食せば記憶に刻まれます。

0564-22-0267
岡崎市康生町561-1 岡崎公園内
火
12:00〜20:00（ＬＯ18：00）

ソース、パン粉にこだわった
地産の厳選素材を使った健康志向中華レストラン。 お肉、
おいしい料理をご提供。

10 蒸籠（せいろう）

11 とんかつ壱番屋

抹茶マスカルポーネケーキ 860円

ケーキの中から「たらっと」とろける特選抹茶の
ソース。色も香りも特選の贅沢な一品。

0563-57-3993
西尾市住吉町3丁目31-1
木（10月〜12月は木、
日）
平日 9：00〜19：00（ＬＯ18：30）
土祝 10：00〜19：00（ＬＯ18：30）
日 10：00〜売り切れ次第終了
（9月のみ）
自家菜園の野菜と一色漁港から届く魚を
使用したカジュアルフレンチ

8

Divine Vallée（ディヴィヌ ヴァレー）

どら息子 594円

六万石御膳 2,679円 ／ 抹茶パフェ 734円

抹茶どら焼きソフト。石臼で丹念に挽きあげた風
味豊かなスイーツ、その名もどら息子。

0563-56-8122
西尾市高畠町3-23-9 ヴェルサウォーク１F
無休
9：00〜21：30
イートイン 9：00〜19：00（ＬＯ18：30）

コンセプトは「LOVE more MATCHA」
でんそうちゃやてん

9 抹茶ラボ西尾 伝想茶屋店

抹茶の原料碾茶を御飯にまぶし一色産鰻をのせ、
抹茶そば、食後に抹茶、抹茶デザート付

0563-54-3360
西尾市上町南荒子50-2
水
〈店舗〉 9：00〜19：00
〈茶房〉10：00〜18：00
クーポン 茶房でオーダー時に提出
「ミニグリーンティー」サービス

味良し！ 質良し！ 値段良し！

10 一色うなぎ漁協協同組合 一色さかな広場内

※ペア食事券は、
どのお店の食事券が当たるかはお楽しみ！ 希望店舗の指定はできません。 http://nishio.or.jp/8/blog.php

西尾ほっこり白玉（選べるお茶付） 1,080円

HOW TO?

あつあつの白玉に抹茶、
ほうじ茶、
柚子パウダーをま
ぶしてお召し上がり下さい。濃厚抹茶ソフトも絶品。

0563-56-7300
西尾市高畠町3-23-9 ヴェルサウォーク１F
無休
9：00〜21：30
（イートインＬＯ16：30）

問屋直営ならではの新鮮・お値打ち価格
かねみつ

スタンプが集まったら
この応募用紙に必要
事項を記入して、
応募
用紙を切り取り、
お店
に渡してね。

するの？
どうやって応募

パンフレット記載の
蒲郡・岡崎・西尾のお店で
食事をして、
各エリア1個、
合計
3個のスタンプを集めよう！

キ リ ト リ

0533-67-3138
蒲郡市三谷北通1-153
水、木
11:00〜14:00、16:30〜22:00（ＬＯ21：30）

上寿し 1,700円

三河湾でその日に水揚げされた魚を調理し食べら
れる新鮮さ、地魚を盛り込んだ上寿しが一番人気。

11 うなぎ横丁 うなぎの兼光

形原・西浦漁港であがった地魚の刺身・天ぷら・煮
つけ。
メヒカリの唐揚げ・塩焼きなど、海鮮料理を
ご提供します。

0533-68-4490
蒲郡市港町7-10
月
11:00〜14:30（ＬＯ13：30）、17:00〜21:00（ＬＯ20：30）
クーポン お食事をされた方に 抹茶アイスサービス

9月はメロン・ぶどう狩りが楽しめます。
10月からはみかん狩りも楽しめます。

12 蒲郡オレンジパーク

〈年齢〉

うな丼定食を注文された方に

アイスサービス

仏語で｢海岸｣を意味するフランス料理中心の
洋食レストラン。

13 レストラン リヴァージュ

三河の魚介を使用したランチ。
「三河の魚介のランチ」

0533-69-1256
蒲郡市竹島町1-6 ホテル竹島内1Ｆ
無休（臨時休業あり）
ご昼食/11:00〜15:00（ＬＯ14：00）
ご夕食/17:00〜21:00（ＬＯ20：00）

クーポン お食事をされた方に ミニデザートサービス

個室感覚で楽しめる。
三河湾の旬が活きた和食レストラン。

14 日本料理

常磐

（ときわ）

寛（くつろぎ） 3,780円

三河の魚介を使用した陶板焼。
三河の海鮮食べくらべ「寛（くつろぎ）」

0533-69-1256
蒲郡市竹島町1-6 ホテル竹島内1Ｆ
無休（臨時休業あり）
ご昼食/11:00〜15:00（ＬＯ14：00）
ご夕食/17:00〜21:00（ＬＯ20：00）

クーポン お食事をされた方に みかんジュースサービス

※定休日、営業時間、価格は期間中に変更になる場合もあります。あらかじめご了承ください。

甘辛く煮込んだいちかわ特製八丁味噌だれがみそ
かつのうまさの素。みかわもち豚を使用。

0533-66-3888
蒲郡市竹島町28-14
水
丼のオーダー時間／10:30〜15:30
（定休日前の売り尽くしセールの日は、LO14:00）

0564-22-2479
岡崎市康生町561 岡崎公園内
水（祝日は営業、
月1回連休の場合あり）
11:00〜16:30（定食類は15：00まで）
※八丁味噌かつは数量限定ですので、
欠品になる場合あり。

オープンキッチンで旬の味を！

15 ホテル明山荘

（めいざんそう）

ディナーバイキング＆入浴

大人：5,000円 3歳〜小学生：2,500円

地元で水揚げされた新鮮魚介のお刺身や地魚の
干物等の和洋バイキングをお楽しみください。

0533-68-4641
蒲郡市三谷町鷲欠14-1
無休（臨時休業あり）
食事2部制 〈1部〉17：30〜19：00
〈2部〉19：15〜21：00
入浴／22時まで(フェイスタオル付) 要事前予約(9〜19時)
クーポン

お食事をされた方に 次回使える
入浴無料券を１枚(タオル無)プレゼント

※価格は全て税込み表記です。

おいしくて栄養たっぷり。
「ランニングエッグ」
と
「岡崎おうはん」専門店。

12 らんパーク たまごdeうふ

岡崎おうはん地鶏ステーキ 1,382円

自社農場で育った岡崎おうはん鶏のステーキ。これが鶏
肉？！と思うほどジューシーで弾力と旨味があるお肉です。

0564-51-9703
岡崎市福岡町北裏25-2
水、第3日
9:00〜17:00 ※岡崎おうはん地鶏
ステーキの提供は、11:00〜14:00
クーポン

お食事された方に

「ランニングエッグ（卵）」
２個プレゼント

八丁味噌とフォンドヴォ―を合わせた、コク旨ソー
スのステーキランチセットです。

0564-23-8969
岡崎市中町６-１-７
月
11:00〜15:00（LO13：30）
17:00〜20:00（LO19：30）
クーポン

お食事された方に

「ソフトドリンク１杯」サービス

麻婆豆腐セット 1,500円

八丁味噌を活かした麻婆豆腐。岡崎おうはんの卵
かけごはん、プリンと一緒にどうぞ！

0564-79-4015
岡崎市大西２丁目15-8
水
11:00〜15:00（LO14：30）
17:00〜22:00（LO21：30）
クーポン

麻婆豆腐セットご注文の方に

「ソフトドリンク1杯」サービス

八丁味噌使用 土手鍋定食 1,512円

八丁味噌を使用し、ことこと煮込んだ土手煮と国
産豚のとんかつのコラボレーション。

0564-54-2333
岡崎市戸崎町東山56-2
月
平日昼 11:00〜15:00（LO14：25）
平日夜 17:00〜22:00（LO21：25）
土日祝 11:00〜22:00（LO21：25）

とろ〜りとろける食感がたまらない！

岡崎市のご当地グルメが一挙に味わえる！

自家栽培の香り高いゆずを使用したドリンクや
スイーツをどうぞ！

13 とろ〜り卵のオムライス さん太

14 道の駅

15 カフェ柚子木（ゆずき）

岡崎クラシックオムライス 820円

岡崎おうはんの肉と卵、岡崎産油と醤油使用の和
風オムライス。ソースは八丁味噌使用。

0564-57-9966
岡崎市羽根町鰻池112-3
月（祝日の場合は翌日）
火〜木11:30〜14:30（LO14：00）
金土日祝11:30〜14:30（LO14：00）、17:30〜22:00（LO21：30）
クーポン

藤川宿

カツ丼（八丁味噌を使用した味噌汁付き） 940円

地元のみかわもち豚のカツの上に程よくおうはん
の卵が絡んだ逸品。八丁味噌汁付きです。

0564-66-6031
岡崎市藤川町東沖田44
無休
9:00〜18:00（LO17：30）

お食事された方に

「シューアイス」
プレゼント

※定休日、営業時間、価格は期間中に変更になる場合もあります。あらかじめご了承ください。

岡崎おうはんピザ 1,600円

純国産地鶏「岡崎おうはん」のひき肉を八丁味噌
と唐辛子で味付けした極上ピザ

0564-83-2069
岡崎市石原町帝口38
月、火
11:00〜17:00（LO17：00）
クーポン

お食事された方に

「柚子ドリンク１杯」サービス

※価格は全て税込み表記です。

もちもち抹茶のフレンチトースト
〜ホワイトチョコレートソース〜 1,296円

ホワイトチョコとほんのり渋い抹茶の味が融合し
た、もちもちした食感をお楽しみ下さい。

0563-79-5503
西尾市八ツ面町松崎５８−５
木
11:00〜14:00（ＬＯ）
18:00〜21:00（ＬＯ）※ディナー予約制/当日15：00まで
クーポン 100円ＯＦＦ×人数分（他券併用不可）

子どもからお年寄りまで大満足

12 たま川

うなぎ丼 2,450円

西尾抹茶パフェ-WABI- 1,188円

生産地ならではの濃厚抹茶ジェラートと抹茶エス
プーマの組合わせを古民家カフェで！

0563-72-9247
西尾市一色町小藪船江東176 一色さかな広場内
水
〈店〉9:00〜16:30
〈食事〉11:00〜

0563-56-0255
西尾市錦城町122
月
10:00〜17:00（ＬＯ16：30）
クーポン 西尾抹茶パフェ-ＷＡＢ
Ｉ-

うな丼並 2,700円〜

うな丼並・吸物。
ご飯の量は無料で選べます。
鰻をお
待ちの間に漬物バー提供しております。
（予約可）

碾茶（抹茶の原料茶葉）と鰻と野菜で炊きあげる
オリジナル釜めし。お茶漬けでもどうぞ

・50 歳代
・60 歳代
・70 歳以上

〈電話番号〉

0563-73-6688
西尾市一色町一色東下二割18-1
火（祝日の場合は翌日休業）
11:00〜14:30（ＬＯ14：00）
17:00〜20:00（ＬＯ19：30）

この応募用紙をどこで
入手しましたか？

1）参加店舗 2）観光協会 3）商工会議所 4）道の駅 5）ホームページ 6）その他

ご意見、ご感想をどうぞ！
広大な庭を眺めながら旨いうなぎを！

さんすいてい

魚寅（うおとら） 14 うなぎ割烹 みかわ三水亭

茶めしうな釜 2,300円

・20 歳代
・30 歳代
・40 歳代

ぜいたくに、
うなぎ一尾分使用した丼です。

10％ＯＦＦ

「西尾の碾茶めし」
発祥の名店

13 日本料理

〈住所〉〒

うな丼〈特上〉 3,024円

産地ならではの厳選されたうなぎをお値打ち価
格でどうぞ！

・20 歳未満

40年引き継いできた秘伝のタレをどうぞ

15 和遊膳

※ご記入いただいたアンケートの回答および個人情報は、
本事業の集計や分析、
当選品の抽選・発送にのみ使用します。

山味（やまみ）

ひつまぶし 3,050円

一杯目はうな丼、二杯目は薬味を、三杯目はおだ
しをかけて。最後の一杯はお好みで！

うなぎ丼 2,160円

当店秘伝のあっさりとしたタレで味わううなぎと
だしのきいた茶碗蒸しをご賞味ください。

蒲郡商工会議所 TEL 0533-68-7171
蒲郡市観光協会 TEL 0533-68-2526

クーポンの取扱いについて

岡崎商工会議所

TEL 0564-53-6190

（一社）岡崎市観光協会 TEL 0564-77-7283

西尾地区

三河の魚介のランチ 2,700円

0533-95-2888
蒲郡市竹島町1-6竹島パルク内
火、最終週の水
9:00〜18:00（ＬＯ17：00）

蒲 郡 で 水 揚 げ さ れ た 深 海 魚 を 食 べら れる の は
ここだけ。赤座エビなど8種深海鮮丼DX。

八丁味噌ステーキランチ 1,782円

男・女

岡崎地区

0533-68-2321
蒲郡市清田町小栗見1-93
無休
ご 予 約 受 付 時 間 11:30〜／13:00〜
お食事ご提供時間 11:00〜14:00

クーポン

サクサクのアジフライをご提供。豚の希少部位
(軟骨)を使用した肉料理チャリ丼も人気です。

八丁味噌かつ定食 1,390円

蒲郡地区

オレンジパーク名物、あさり釜めしに近海産ニギス
フライとガマゴリうどんが絶品です。

0533-68-4422
蒲郡市三谷町十舗47-1
火
11:30〜14:00、17:00〜21:00

深海鮮丼DX 2,138円

問い合わせ先

あさり釜飯御膳 1,296円

豊橋鰻を秘伝のタレで焼いた自慢の鰻、三河湾で
獲れた鮮度抜群の魚をやま六でぜひ。
※17：00〜 うな丼定食 2,484円（デザート付）

アジフライランチ 850円

※当選者の発表（1月予定）は
抽選の後、食事券の発送を
もって代えさせていただきます。

ご記入欄

〈氏名〉

うな丼定食（ランチ） 2,160円

厳正なる抽選の上、
ペア食事券が
当たるよ！

※スタンプの押印は店舗の指示に従ってください。

〈フリガナ〉

昼の御膳 扇 1,730円

こちらからも
ダウンロード
できます。見てね！

西尾商工会議所

TEL 0563-56-5151

（一社）西尾市観光協会 TEL 0563-57-7882

※問い合わせ先の定休日・営業時間は異なりますのでご了承ください。
■お食事をされた方のみ対象となります。 ■下記のクーポンを切り取ってクーポン表示があるお店で指定の特典が受けられます。 ■注文時にクーポン券をご提示ください。

■クーポン券は1枚につき1名様有効です。 ■他の割引やサービスとの併用はできません。 ■特典は店舗によって異なります。
（特典のない店舗もあります） ■各参加店の定休日や年末の休業日をご確認のうえご利用ください。

スタンプ押印は、
うな丼並を注文された場合に限ります。

0563-57-8400
西尾市徳次町明大寺26-1
不定休
11：00〜15：00（ＬＯ14：30）
17：00〜22：00（ＬＯ21：00）
クーポン

うな丼並をご注文された方に

フルーツ一品をサービス

0563-57-3044
西尾市上町薬師前1番地10
木
11：00〜14：00（ＬＯ13：30）
17：00〜22：00（ＬＯ20：30）
クーポン

茶めしうな釜を注文された方に

抹茶アイスをサービス

0120-718-819（本館）
西尾市一色町坂田新田西江９５−１０
水
11：00〜14：00
17:00〜20：00 ※11月〜3月の平日は19：00
クーポン

※定休日、営業時間、価格は期間中に変更になる場合もあります。あらかじめご了承ください。

お食事をされた方に

オレンジジュースかウーロン茶を1杯サービス

0563-57-4148
西尾市吾妻町285-1
月、
日（日はランチのみ営業）
11：30〜14：30（ＬＯ14：00）
17：00〜21：00（ＬＯ20：30）
クーポン

お食事をされた方に

食後のホットコーヒーをサービス

※価格は全て税込み表記です。

ご当地
グルメラリー
クーポン
有効期限

2018年12月31日 まで

ご当地
グルメラリー
クーポン
有効期限

2018年12月31日 まで

ご当地
グルメラリー
クーポン
有効期限

2018年12月31日 まで

ご当地
グルメラリー
クーポン
有効期限

2018年12月31日 まで

ご当地
グルメラリー
クーポン
有効期限

2018年12月31日 まで

ご当地
グルメラリー
クーポン
有効期限

2018年12月31日 まで

