
1セット5,000円で 10,000円分（500円券×20枚） 
購入できます！

1セット5,000円で 10,000円分（500円券×20枚） 
購入できます！

1セット5,000円で 10,000円分（500円券×20枚） 

「GoToEatひょうごキャンペーン」はご存じ？

な、第3弾キャンペーンもあるんだって！
それぞれのお店で次回に利用できるサービスはなにかしら？

さあ、中面を見てみましょう！！

「淡路市プレミアム付きお食事券」

「倍返し！」って
スゴくお得な気がするんだけど・・・？

まずは「GoToEatひょうごキャンペーン食事券」
を購入すればいいんだよね？

そうそう！
その「GoToEatひょうご食事券」を使って
淡路市内のお店（GoToEatひょうご加盟店）の
別々の３店舗で食事をすると・・・

10,000円で12,500円分使える
「GoToEatひょうごキャンペーン食事券」というのがあって。

倍返し
！なんと
！

キャンペーン期間 2021年12月1日水～2022年9月30日木2021年12月1日水～2022年9月30日金

購入できます！

淡路市補正予算「Go To Eat 淡路市飲食産業応援事業」淡路市補正予算「Go To Eat 淡路市飲食産業応援事業」

「倍返し！」「倍返し！」
淡
路
市
版 ３つのお得

再開します！再開します！再開します！

お問合せ先：淡路市商工会 TEL 0799-62-3066  /  FAX 0799-62-6005
https://sci-awaji.jp/wp/

2,500 円もお得な2,500 円もお得な

5,000 円もお得です！5,000 円もお得です！

淡路市マスコットキャラクター

Ⓒ淡路市160013
あわ神 なぎ なみ あわ姫

さらにお得！さらにお得！
 ※但し、対象外店舗あり

※コロナの感染状況により延長する場合があります。

購入予約できた方は、12月1日水から購入できますよ！



北淡路 長松旅館
tel./0799-74-2007
営業時間/12：00～21：00
定休日/不定休　駐車場/8台
〒656-2331 淡路市仮屋127
グループ毎に個室でゆっくり食事が出来ます

飲物10％OFF／デザートサービス

北淡路 淡路島タコステ
tel./0799-64-7551
営業時間/10：00～18：00（冬季短縮有）
定休日/水曜　駐車場/45台
〒656-2401 淡路市岩屋1414-27
2020年春にオープンした新しい観光スポット。

食後のコーヒー（ウーロン茶）をサービス

北淡路 Plants Cafe
コハルビヨリ

tel./0799-70-1913
営業時間/10：00～17：00
定休日/月（祝日は除く）・火・水 駐車場/4台
〒656-2311 淡路市久留麻3-1
お花とカフェのお店。スイーツのテイクアウト可。

テイクアウトスイーツ10％割引

北淡路 たこ壱
tel./070-6641-4304 
営業時間/12/1～3/15 平日10：00～
17：00、土日祝10：00～17：30
3/16～11/30 全日10：00～17：30
定休日/水曜　　　駐車場/あり
〒656-2401 淡路市岩屋1414-27

明石海峡のタコが入った本場の明石焼たこ焼

北淡路 モリノテラス
tel./0799-64-7061　
営業時間/11：00～20：00/LO.19：30 
※季節により変動します
定休日/なし 冬季休業期間あり
駐車場/約200台
〒656-2301 淡路市楠本2425-2
大自然の中、淡路島の新鮮な食材を使用した
お料理をお楽しみ頂けます。
次回以降利用可能 モリノテラス20%OFFクーポン券
（※1会計につき1枚のお渡し）

北淡路 39Pahuna～ナン屋ねん～
tel./0799-70-5251
営業時間/11：30～14：00/17：30～21：00
定休日/木曜　駐車場/1台
〒656-2401 淡路市岩屋1079-2
ナンが評判のカレーのお店です。

北淡路 青と白
tel./0799-70-7077
営業時間/10：00～17：00
定休日/月～金曜　駐車場/4台
〒656-2401 淡路市岩屋神前913-1
週替わり手作りランチ・ドリンク付き1,000円

北淡路 ラーメン 一楽
tel./0799-64-7061
営業時間/11：00～20：00（季節により異なります）
定休日/年中無休（1～2月頃にメンテナンスの為休業有）
駐車場/100台
〒656-2301 淡路市楠本2425-2
「NARUTO＆BORUTO忍里」オリジナル開発の
一楽ラーメンを販売しております。

北淡路 lilla
tel./070-1744-2017
営業時間/11：00～17：00
定休日/月～金曜（祝日は営業）　駐車場/15台
〒656-2311 淡路市久留麻2587-3
卵・乳製品・白砂糖を使用しない
ヴィーガンスイーツ

北淡路 KUMI'S KITCHEN
tel./050-3390-0093
営業時間/11：00～16：00
定休日/月～金曜（祝日は営業）　駐車場/なし
〒656-2401 淡路市岩屋11-23
あわじ島グルメトマト®のお店

スイーツのみ

北淡路

ポイント2倍サービスを実施致します。
（当店定食サービスカードのスタンプ2個押印させて頂きます。）

海鮮料理
きとら 淡路夢舞台店

tel./0799-74-5650
営業時間/10：30～15：00／
　　　　  17：00～21：00
定休日/木曜（不定休） 駐車場/共有500台
〒656-2306 淡路市夢舞台2番地

北淡 食房NICE
tel./0799-82-2880
営業時間/9：00～14：30/17：30～20：30
定休日/月曜（月曜が祝祭日の場合は翌日）　
〒656-1721 淡路市野島蟇浦157-1

淡路牛 牛ヒレコースを御注文のお客様に
デザートサービス（前もって食事券利用の報告が必要）

地産地消、ファミリーでご利用ください。

とれとれ海の幸をふんだんに使った海鮮料理

駐車場/13台 駐車場/60台
北淡 かんぽの宿淡路島
tel./0799-82-1073
営業時間/11：00～15：00（O.S14:00）、
17：30～21：00（O.S20:30）⇒要予約

〒656-1711 淡路市富島824

次回お食事の際にご利用いただける
コーヒー無料券をお1人様につき1枚プレゼント。

海の見えるレストランでゆったりとしたひと時を。

不定休（年1回）

）

北淡路 道の駅あわじ
tel./0799-72-0001　 駐車場/８２台
営業時間/平日9：30～17：30/土日祝9：00～17：30
（レストランのみ通年11：00～18：00）   定休日/無
〒656-2401 淡路市岩屋1873-1
淡路島ならではのグルメが充実！

いつもありがとうございます。ぜひご利用ください。

島の食材を使った身体に優しいごはんと美味しいスイーツをどうぞ！ 淡路島自慢の食材を使った料理を取り揃えております。 自社製造品を中心にココでしか買えないお土産がたくさん。

明石海峡大橋が一望できるロケーションで淡路島の
魚介類をお楽しみいただけます。

海が一望できる贅沢なロケーションで職人が目の前で
鉄板料理をご提供。淡路島ブランド牛をお楽しみ下さい。

明石海峡大橋を眺めながら海鮮や淡路牛を使った料理をお楽しみ下さい。

淡路の恵みをあじわうバーガー

新型コロナウィルス対策認証店として営業中

新鮮な魚を使っている海鮮丼。その他季節により
ふぐ、はも料理等。

淡路ビーフ使用 仮屋漁港の新鮮な魚介類を当店でさばいてご提供。
淡路牛を使った自家製ローストビーフも人気。 イチゴ愛がとまらない!!元フレンチシェフの作るオーガニック創作料理を

お楽しみください!!

季節の味を気軽に楽しめるよう、リーズナブルな値段設定を心がけています。

北淡路
tel/0799-74-5234
営業時間/11：00～20：30
定休日/火曜　駐車場/あり
〒656-2311　淡路市久留麻12-1

北淡路 レストランアメリカ
tel./0799-74-4540
営業時間/7：30～17：00
定休日/木曜　 駐車場/20台
〒656-2334 淡路市釡口2007-1
朝は7：30からモーニング当店自慢の蜂蜜を付けてます。

北淡路 鮨光
tel./0799-72-5020
営業時間/12：00～14：30/17：00～21：00
定休日/不定休　 駐車場/あり
〒656-2401 淡路市岩屋1-32
旬の魚を使ったお寿司をぜひ。 水産会社プロデュース名物貝の磯焼き店です。

北淡路 ファンダイニング コッコラーレ 鉄板焼
tel./0799-74-1127　駐車場/600台
営業時間/ランチ11：30～14：30
/ディナー17：30～21：00　定休日/なし　 
〒656-2306 淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路2F
新鮮な食材を目の前で焼き上げます。

北淡路 サナあわじ東浦店
tel./0799-75-3737
営業時間/10：30～19：00
定休日/1/1～1/4 駐車場/あり
〒656-2311 淡路市久留麻１２－１来田ビル１F
淡路島の食材を使ったお弁当を手作りします。

北淡路 淡路サービスエリア上り線 ロイヤル
tel./0799-73-2037　駐車場/446台　
営業時間/平日8：00～21：00
/休日7：00～22：00　定休日/なし 
〒656-2401 淡路市岩屋3118-1
ご来店お待ちしております！

北淡路 淡路サービスエリア下り線 ロイヤル
tel./0799-73-2047　駐車場/461台
営業時間/7：00～21：00
定休日/なし 
〒656-2401 淡路市岩屋2568
ご来店お待ちしております！

北淡路 淡路サービスエリア
ミスタードーナツ下り線店

tel./0799-73-2045　駐車場/461台
営業時間/平日7：00～21：00
/休日6：00～21：00　定休日/なし 
〒656-2401 淡路市岩屋2568
ご来店お待ちしております！

北淡路 Galleri

ご来店お待ちしております！

北淡路 ハイウェイオアシス Trepici
tel./0799-72-0220　駐車場/560台
営業時間/平日11：00～19:00
            /休日11：00～20：00 定休日/水曜
〒656-2401  淡路市岩屋大林2674-3
ご来店お待ちしております！

北淡路 玲瓏閣
tel./0799-74-2995　駐車場/あり
営業時間/11：00～15：00
/17：00～21：00　定休日/月曜
〒656-2311  淡路市久留麻95-1

tel./0799-75-3710　
営業時間/9：00～17：00
定休日/なし　駐車場/210台
〒656-2301  淡路市楠本2805-7

北淡路 日本料理 あわみ

兵庫県の食材を中心とした日本料理をご提供。

tel./0799-74-1127　駐車場/600台　
営業時間/ランチ11：30～14：30
/ディナー17：30～21：00  定休日/なし　
〒656-2306 淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路3F

北淡路 ロビーラウンジ ルッチョラ

開放感あふれる空間でゆったり流れる時間を。

tel./0799-74-1127　
営業時間/10：00～22：30
定休日/なし 駐車場/600台　
〒656-2306 淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路2F

北淡路 日本料理 あわみ 寿司カウンター

旬の幸を目の前でお召し上がりください。

tel./0799-74-1127　駐車場/600台　
営業時間/ランチ11：30～14：30
/ディナー17：30～21：00  定休日/なし 
〒656-2306 淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路3F

白鶴亭

海鮮丼、寿し定食、淡路三年ふぐ。

北淡 淡波家

北淡IC下りてすぐのお座敷ファミレス

tel./0799-84-0004　
営業時間/11：30～22：00
定休日/不定休  　駐車場/8台
〒656-1602 淡路市育波855-2

北淡 のじまスコーラ カフェ・スコーラ

閉校した小学校をリノベーションした複合観光施設。

tel./0799-82-1820　
営業時間/11：00～18：00
定休日/水曜  　駐車場/80台
〒656-1721 淡路市野島蟇浦843

北淡 オーシャンテラス グリルレストラン

ため息が出るほどのサンセットを望むステーキレストラン。

tel./0799-82-1907
営業時間/昼11：30～15：00/夜17：00～21：00
定休日/木曜  　駐車場/40台
〒656-1721 淡路市野島蟇浦816

北淡 クラフトサーカス

約100ｍの海沿いテラスで淡路の食材を使った料理を提供。

tel./0799-82-1855　
営業時間/平日11：00～19：00／土日祝10：30～19：30
定休日/木曜  　駐車場/80台
〒656-1724 淡路市野島平林2-2

北淡 青海波　青の舎

淡路の旬の食材を使った握り寿司、天ぷら等を提供いたします。

tel./0799-70-9020　
営業時間/昼11：00～14：00／夜17：00～21：00
定休日/木曜  　駐車場/80台
〒656-1723 淡路市野島大川70

北淡 青海波 海の舎

レトロな空間で優雅なひとときをお過ごしいただける洋食レストラン。

tel./0799-70-9020
営業時間/ランチ11：00～15：00／カフェ14：00～
18：00／ディナー18：00～21：00 
定休日/木曜 　駐車場/80台
〒656-1723 淡路市野島大川70

北淡 HELLO KITTY SHOWBOX

ハローキティのショーが観られるシアターレストラン。

tel./0799-70-9022
営業時間/11：00～17：00 
定休日/水曜 　駐車場/40台
〒656-1724 淡路市野島平林177-5

北淡 HELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱

身体に優しい健康的な一人鍋をお楽しみいただけます。

tel./0799-70-9037　駐車場/80台
営業時間/11：00～19：00
　　　　/カフェタイム14：00～17：00
定休日/火曜 
〒656-1721 淡路市野島蟇浦985-1

北淡 HELLO KITTY SMILE GARDENテラス

海の見えるガーデンで本格的な中華料理に舌鼓。

tel./0799-70-9037　　駐車場/80台
営業時間/11：00～15：00    定休日/火曜
/土日祝のみ 飲茶15：00～17：00／ディナー17：00～19：00
〒656-1721 淡路市野島蟇浦985-1

北淡 のじまスコーラ リストランテ・スコーラ

閉校した小学校をリノベーションした複合観光施設。

tel./0799-82-1820　
営業時間/昼11：30～15：00/夜18：00～21：00
定休日/水曜  　駐車場/80台
〒656-1721 淡路市野島蟇浦843

北淡 のじまスコーラ BBQテラス

閉校した小学校をリノベーションした複合観光施設。

tel./0799-82-1820　
営業時間/昼11：30～15：00/夜17：00～20：00

定休日/水曜  　駐車場/80台
〒656-1721 淡路市野島蟇浦843

おススメ商品は油淋鶏(ユーリンジー)です。

北淡路 新島水産東浦店
tel./0799-75-2222
営業時間/11：30～14：00
定休日/木曜　 駐車場/20台
〒656-2331 淡路市仮屋63-2

北淡路 ハイウェイオアシス みけ家
tel./0799-72-0220　駐車場/560台
営業時間/平日11：00～19:00
　　　　/休日11：00～20：00 定休日/なし　 
〒656-2401 淡路市岩屋大林2674-3
ご来店お待ちしております！

北淡路 ハイウェイオアシス（すし処）すし富
tel./0799-72-0220　駐車場/560台
営業時間/平日11：00～14：30
　　　　/休日11：00～20：00 定休日/火曜　 
〒656-2401 淡路市岩屋大林2674-3
ご来店お待ちしております！

絶景を眺めながらのお食事を是非!

※平日ランチは前日
　までに要予約

北淡路 ファンダイニング コッコラーレ
tel./0799-74-1127　駐車場/600台　定休日/なし

〒656-2306 淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路2F
淡路島の食材を中心にした西洋料理をご提供。

※平日ランチは前日
　までに要予約

ブッフェランチ11：30～14：00（最終入場1部11：30／2部13：30）
/ブッフェディナー17：30～21：00（最終入場1部17：30／2部19：30）
/スペシャリテランチ11：30～14：30/ディナー17：30～21：00

※昼夜いずれも土日祝限定・要予約。

北淡 Miele（ミエレ）

海が一望できるオープンデッキではちみつ料理をぜひ！

tel./0799-80-2600　
営業時間/平日11：00～18：00
/土日10：30～18：00
定休日/火曜  　駐車場/40台
〒656-1721 淡路市野島蟇浦785-9

北淡 あわ路飯店真心

料理は愛情こめて真心もって努めています。

tel./0799-82-0219　
営業時間/11：30～14：00／17：30～20：00
定休日/水曜（祝日営業）  　駐車場/10台
〒656-1711 淡路市富島1660

淡路黒毛和牛 焼肉 三楽園 東浦店

本物の淡路ビーフを愉しむなら三楽園へ！

tel./0799-74-3254
営業時間/17：00～21：00
定休日/木曜　駐車場/30台
〒656-2311 淡路市久留麻2024-1 

※丼のみ

11/24～2/28施設工事のため臨時店舗で営業。

北淡路 淡路島キッチン ハッピーハンバーグ
tel./0799-74-6345
営業時間/平日は11：00～16：00/
 土日祝は11：00～16：00、17：00～21：00
定休日/水曜　駐車場/あり
〒656-2306 淡路市夢舞台2 展望テラス1F
夢舞台にあるハンバーグレストランです。

「倍返し！」「倍返し！」 お店一覧

第3弾キャンペーン実施店

11月17日現在

淡路市商工会HPでも
随時更新しております。

さらにお得！さらにお得！

次回来店時にプレーンナン1枚
プレゼントチケット配布

前日までにご予約の場合、
10％割引

煮卵1個追加無料 シングルジェラート サービス

明石焼又はたこ焼き 100円割引券進呈

あわじ島グルメトマト®
コンフィチュールミニボトルプレゼント

北淡路 焼肉 力
tel./0799-74-2408
営業時間/11：00～15：00/17：00～22：00
定休日/水曜　　　駐車場/12台
〒656-2305 淡路市浦911-3

北淡路 cuisine cafe 椛 ～Momiji～
tel./0799-75-3338 
営業時間/9：00～17：30 
定休日/火・第３月曜　駐車場/9台
〒656-2311 淡路市久留麻185-1
  　　ラ・プルミエール久留麻1F

北淡路 浜ちどり
tel./0799-72-2556
営業時間/11：00～20：00
定休日/火曜　　駐車場/あり
〒656-2401 淡路市岩屋925-27

北淡路

北淡路

道の駅あわじ お土産店
tel./0799-72-0001
営業時間/ 平日9：30～17：30/土日祝9：00～17：30
 （レストランのみ通年11：00～18：00） 
定休日/無し　駐車場/82台
〒656-2401 淡路市岩屋1873-1

北淡路 寿司割烹　源平
tel./0799-72-2302
営業時間/ランチ   11：00～15：00／
　　　　 ディナー17：00～21：00
定休日/火・水曜　駐車場/5台
〒656-2401 淡路市岩屋925-22

北淡路 ステーキハウス genpei
tel./0799-73-2941
営業時間/ランチ   11：00～15：00／
　　　　 ディナー17：00～21：00
定休日/火・水曜　駐車場/5台
〒656-2401 淡路市岩屋923-4

北淡路 道の駅あわじ レストラン海峡楼
tel./0799-72-0001
営業時間/ 平日9：30～17：30/土日祝9：00～17：30
 （レストランのみ通年11：00～18：00） 
定休日/無し　駐車場/82台
〒656-2401 淡路市岩屋1873-1

北淡路 道の駅あわじ バーガー店
tel./0799-72-0001
営業時間/ 平日9：30～17：30/土日祝9：00～17：30
 （レストランのみ通年11：00～18：00） 
定休日/無し　駐車場/82台
〒656-2401 淡路市岩屋1873-1

北淡路 中華料理 公園
tel./0799-74-5508
営業時間/ 11：00～20：00（LO.)
定休日/水・木曜　駐車場/5台
〒656-2311 淡路市久留麻8-4

北淡路 ゑびす亭
tel./0799-74-5511
営業時間/ 11：00～14：30（LO.）／
　　　　　17：00～20：30（LO.）
定休日/火曜　駐車場/50台
〒656-2304 淡路市浜1-7

北淡路 焼肉 大将
tel./0799-72-2422
営業時間/ 17：00～21：00
定休日/火曜　駐車場/3台
〒656-2401 淡路市岩屋1-62

北淡路 ロキデアワジシマ
tel./0799-70-7290
営業時間/ 11：30～22：00
定休日/不定休　駐車場/約10台
〒656-2311 淡路市久留麻54-3

北淡路 ペンション プラージュ
tel./0799-70-4764
営業時間/11：30～14：00（LO.13：30）
定休日/月・火曜　駐車場/9台
〒656-2334 淡路市釡口1973-2

北淡路 グリナリウム グレイナリー
tel./0799-70-1320
営業時間/11：00～17：00
定休日/火曜（祝祭日は振替）　駐車場/30台
〒656-2305 淡路市浦545

北淡路 道の駅あわじ えびす丸
tel./0799-72-0001
営業時間/ 平日9：30～17：30/土日祝9：00～17：30
 （レストランのみ通年11：00～18：00） 
定休日/無し　駐車場/82台
〒656-2401 淡路市岩屋1873-1

北淡路 鮓 希凛
tel./0799-72-3811 駐車場/なし
営業時間/ランチ）11：30～、13：15～
ディナー）18：00～21：00  定休日/不定休
〒656-2401 淡路市岩屋1871



【ディナー限定】こちらのチラシご持参で
ドリンク1杯サービス

北淡 いちじろう
tel./0799-82-2382
営業時間/11：00～21：00
定休日/月曜　駐車場/20台
〒656-1711 淡路市富島998

お食事券利用の方には、
次回来店時ソフトドリンクを1杯サービス。

次回お買い上げ金額10％割引券
（他の割引やサービスとの併用不可）

新鮮で美味しい海鮮丼をご用意しています。

北淡 焼肉 牛島
tel./080-1467-3542　　
営業時間/11：00～14：00/17：00～22：00
定休日/火曜　　駐車場/20台
〒656-1602 淡路市育波584-1

デザートのアイスのサービス
個室で淡路牛の焼肉と地魚の丼物が売りの店。

北淡 寿司酒菜ダイニング宗 -Shu-
tel./0799-82-2202　　
営業時間/17：00～23：00
定休日/火曜　　駐車場/5台
〒656-1711 淡路市富島1776

デザートサービス

地元の素材を中心に寿司、一品料理が
楽しめる店です。

北淡 鳴門ト
tel./0799-82-2710　　
営業時間/11：30～21：00
定休日/木曜　　駐車場/14台
〒656-1741 淡路市浅野南282-1

デザートサービス
淡路の新鮮な魚を提供しています。「昼のみ」しています。

一宮 aoie
tel./0799-70-7219
営業時間/11：30～18：30
　　　　（ディナー要予約21：00まで）
定休日/火・水・木曜　駐車場/5台
〒656-1501 淡路市尾崎4112

tel./0799-62-3312
営業時間/11：00～20：00
定休日/木曜　駐車場/40～50台
〒656-2131 淡路市志筑1193-1

tel./0799-70-5231
営業時間/11：00～14：00/17：00～25：00
定休日/不定休　駐車場/20台
〒656-2224 淡路市大谷844-2

5％割引
絶景カフェaoieでおくつろぎください。 ご来店スタッフ一同お待ち致しております。

津名

北淡 炭焼きあなご あさじ
tel./0799-82-0757
営業時間/9：00～17：00
定休日/火曜・第３水曜　駐車場/20台
〒656-1741 淡路市浅野南101-6

テイクアウト用あなご丼に
しぐれ煮入りだし巻き卵をサービスで入れます。

12月中は、前日までの予約の方のみの
販売となります。

ディナーのパスタコースがお得で人気。
予約も可能です。

北淡 農援隊CURRY CAFE
tel./0799-80-2240
営業時間/11：00～18：00（L.O17：00）
定休日/木曜　　駐車場/20台
〒656-1721 淡路市野島蟇浦843

淡路市プレミアム付きお食事券の冊子持参の方
（CURRY CAFÉのスタンプがある）冊子1つにつき

ソフトドリンク１杯サービス致します。

淡路島西海岸の絶景のカレーの店です。

北淡 アカネ珈琲
tel./0799-84-1850
営業時間/7：00～18：00
定休日/火曜　駐車場/8台
〒656-1602 淡路市育波590-1

ホットコーヒーか紅茶サービス

創業40年の老舗の喫茶店です。

北淡 カラオケ麗奈
tel./0799-84-0701
営業時間/11：00～17：00／
　　　　　18：00～24：00
定休日/不定休　駐車場/3台
〒656-1602 淡路市育波854-1

小ばち1品サービス

一宮
tel./0799-85-2911
営業時間/平日17：00～21：30／
土日11：00～14：00／17：00～22：00
定休日/火曜　駐車場/12台
〒656-1511 淡路市郡家245-1
地元牧場より生体仕入でこの品質とこの価格！

あわじ和牛亭 一宮
tel./0799-85-0581
営業時間/11：00～22：30
定休日/不定休　駐車場/15台
〒656-1511 淡路市郡家287-2
旬の地魚が美味しいお店です。

次回来店時、1人様につき、
ソフトドリンク1本サービス。

魚弥 波の華

津名
海鮮料理
きとら 津名店

tel./0799-62-1103
営業時間/11：00～15：00/
 17：00～22：00
定休日/年中無休　駐車場/共有50台
〒656-2163 淡路市中田4139-4

ポイント2倍サービスを実施致します。
（当店定食サービスカードのスタンプ2個押印させて頂きます。）

とれとれ海の幸をふんだんに使った海鮮料理

津名 津名

一宮
tel./0799-85-0648
営業時間/平日11：00～15：00(LO14：30)
17：00～22：00(LO21：30）
土日祝11：00～22：00(LO21：30）
定休日/無し　駐車場/5台
〒656-1521 淡路市多賀470-1
ジューシーなとんかつは絶品です。

一宮
tel./0799-70-8592
営業時間/ 11：30～LO.15：00
　　　　 17：00～LO.20：00
　　　　　（但し完売次第閉店）
定休日/火曜、第3水・木曜　　駐車場/8台
〒656-1524 淡路市竹谷8-1
がんばってる自分にごほうびご飯

白玉ミニぜんざいプレゼント

ドリンクバーサービス

淡路島台所 五感ダイニング
そらと海

勝泉　伊弉諾神宮前店

tel./0799-64-0038
営業時間/平日11：00～15：00(14：30LO)
17：00～23：00(22：30LO）
土日11：00～23：00(LO22：30）
定休日/無し　駐車場/12台
〒656-2224 淡路市大谷891-1
炭火焼鳥とお好み焼を楽しんで下さい。

ドリンクバー無料

ええとこどり大谷店 津名
tel./0799-62-0588
営業時間/8：30～20：00
定休日/不定休　駐車場/なし
〒656-2131 淡路市志筑3271-8
1968年創業。珈琲テイクアウトできます。

お買い上げのコーヒー豆20％増量。
香り高いコーヒーを…ぜひ！

ロイドコーヒー津名 寿司一

淡路島炭火焼鶏
Kampai

お好きなデザート1つサービス
（バニラアイスorゆずシャーベット）

ホットコーヒーまたはソフトドリンクを
1杯サービス致します。

毎日笑顔で地産地消に日々努力しております。

北淡 HELLO KITTY SMILE PARTYテラス

夕陽を眺められるシーサイドテラスでオリエンタルシーフードのBBQをぜひ。

tel./0799-70-9037　　　駐車場/80台
営業時間/11：00～19：00   定休日/火曜
／ブランチ（土日祝のみ営業）9：00～11：00
〒656-1721 淡路市野島蟇浦985-1

北淡 HELLO KITTY SMILE PARTYバルコニー

国内外数十種類のお茶によるハイティー・ピンチョス
などをご堪能いただけます。

tel./0799-70-9037　　駐車場/80台
営業時間/11：00～18：00    定休日/火曜
〒656-1721 淡路市野島蟇浦985-1

北淡 北淡震災記念館 レストランさくら

ご来店お待ちしております！

tel./0799-82-3400　　
営業時間/10：00～15：00
定休日/なし　駐車場/250台
〒656-1736 淡路市小倉177

北淡 淡路夢ホルモン

絶景店内で焼肉やオリジナル料理を楽しめます。

tel./0799-70-6808
営業時間/ ランチ11：00～15：00/
 ディナー17：00～22：00
定休日/木曜　駐車場/20台
〒656-1711 淡路市富島129
 

北淡 グリナリウム 淡路島

イチゴピクニック開始!!

tel./0799-70-5116
営業時間/ 11：00～17：00
定休日/火曜（祝祭日は振替） 駐車場/100台
〒656-1726 淡路市野島常盤1550-10 

播磨灘を望む絶景と海の幸やティータイムを。

北淡 明石焼 志田 

明石焼の店ですが淡路牛たたき他食材有り。

自家製カレーライスやオムライスをぜひご賞味ください。

tel./0799-82-0402　　
営業時間/土日・祭12：00～22：00
平日16：00～22：00
定休日/不定休　駐車場/6台
〒656-1711 淡路市富島1993

一宮 しぶれっと

地元食材を使った本格洋食レストラン

tel./080-3774-2025　　
営業時間/12：00～14：30（LO.14：00）
定休日/木曜　駐車場/あり
〒656-1521 淡路市多賀197ふるさとセンター内

一宮 淡路島カフェ

淡路島の食材を使った健康食を提供しています。

tel./0799-70-7227　　
営業時間/7：30～16：30
定休日/火・水曜　駐車場/10台
〒656-1501 淡路市尾崎3067-10

一宮 美流おひさまの里

自然に囲まれた空間で動物と触れ合えるカフェ。

tel./080-6162-0681　駐車場/あり　　
営業時間/平日10：00～15：00
　　　　/土日10：00～17：00 定休日/火・水　
〒656-1522 淡路市下河合670

一宮

淡路島の食材中心の豊富なメニューです。

一宮

名物カフェの「ソフトクリーム」「淡路島バーガー」！

一宮 KUSAKA HOUSE

淡路産の食材を使ったスイーツ＆カフェ

tel./0799-70-4563　　
営業時間／月・水・木11：00～16：00
　　　／土・日11：00～17：00　駐車場/3台
定休日/火・金曜
〒656-1554 淡路市深草949-3

一宮 幸せのパンケーキ
淡路島テラス

厳選素材で作るふわふわ食感パンケーキ♪

tel./0799-85-1111　　
営業時間／平日10：30～19：30（LO.18：40）
　　　  ／土日祝9：00～19：30（LO.18：40）
駐車場/200台  定休日/不定休
〒656-1501 淡路市尾崎42-1

一宮 淡路島鼓や
tel./0799-85-0167
営業時間/昼12：00～14：00/夜17：00～21：00
定休日/木曜　駐車場/12台
〒656-1521 淡路市多賀1119-53

一宮 カフェ あおい
tel./0799-85-0007
営業時間/7：00～17：00
定休日/火曜　駐車場/10台
〒656-1511 淡路市郡家85-2

一宮 栄亭
tel./0799-85-0072
営業時間/予約のみ
定休日/年末年始は予約不可
駐車場/10台
〒656-1501 淡路市尾崎1621-1

一宮 淡路島フルーツ農園
tel./0799-85-2696
営業時間 /収穫体験 9：00～15：00
 /カフェ 9：00～17：00
定休日/年中無休　駐車場/30台
〒656-1523 淡路市上河合173

津名 魚繁

美味しいの笑顔が免疫力UP！お待ちしてます。

tel./0799-62-0035　　
営業時間/11：30～14：00/17：00～LO.20：00
定休日/水曜　駐車場/40台
〒656-2132 淡路市志筑新島6-7

津名 がんこおやじ志筑店

安心低価で気軽な食堂。愛され続けて30年。

tel./0799-62-5084　　
営業時間/9：00～21：00
定休日/水曜午後　駐車場/13台
〒656-2131 淡路市志筑1882-1

津名 サナあわじ佐野運動公園店

淡路島の食材を使ったお弁当を手作りします。

tel./0799-25-3739　
営業時間/10：00～15：00
（平日はグラウンド使用時のみ営業）
定休日/1/1～1/4　駐車場/あり
〒656-2213 淡路市佐野新島9-6

津名 小夜

仕出し弁当・オードブル・3年とらふぐ  要予約

tel./0799-62-3512　　
営業時間/9：00～22：00
定休日/日曜　駐車場/なし
〒656-2131 淡路市志筑390

津名 カフェレストラン海

海の見える手作りログハウスカフェに来てね。

tel./0799-70-1353　
営業時間/11：30～20：00
定休日/月曜（臨時休業有）　駐車場/10台
〒656-2212 淡路市佐野634-1

津名 TAIYO COFFEE

ドリンク、デザート、ステーキなどフードメニューも豊富です。
広い店舗でゆったりとお過ごしください。

tel./0799-60-0266　　駐車場/15台　
営業時間/10：00～22：00（LO.21：30）
※今はコロナ感染予防対策のため、
10：00～21：00（LO.20：30）　定休日/不定休
〒656-2131 淡路市志筑3111-34

津名 うどん工房 淡家

淡路島の食材にこだわったうどん屋です。

tel./0799-62-2121
営業時間/11：00～14：30（LO）/17：00～20：00（LO）
定休日/火曜　駐車場/50台
〒656-2163 淡路市中田551-1

津名 やき焼亭

お好み焼ネギ焼たこ焼鉄板焼！持帰りもOK！

tel./0799-62-0850
営業時間/11：00～21：00
定休日/不定休　駐車場/12台
〒656-2131 淡路市志筑784-10

津名 ふたば庵

当店の「天ざるそば」を一度ご賞味ください。

tel./0799-62-6504
営業時間/11：30～14：30（LO.14：00）
定休日/火曜　駐車場/あり
〒656-2132 淡路市志筑新島10-3アルクリオ1F

津名 あそび場

おまかせ定食ありますよ。

tel./0799-62-5775
営業時間/月～木 7：00～19：00／
金・土 7：00～22：00／日 7：00～12：00
定休日/日曜午後　駐車場/10台
〒656-2131 淡路市志筑3113-1

津名 石挽そば 丸中

挽きたて、打ちたて、茹でたて、三たてにこだわります。

tel./0799-62-1650
営業時間/11：00～15：00/17：00～22：00
定休日/月曜（祝日の場合は火曜）　駐車場/20台
〒656-2131 淡路市志筑3112-4

津名 台湾料理 豊源

肉餃子、油淋鶏がおすすめです

tel./0799-64-2058
営業時間/11：00～14：30／17：00～23：00
定休日/毎月第1・第3火曜　駐車場/12台
〒656-2223 淡路市生穂1291-2

津名 ありい亭

「安くて美味しい焼肉」をお腹いっぱい食べて
もらえるように、取り組んでいます‼

tel./0799-62-6260
営業時間/11：30～14：00/17：00～22：00
定休日/火曜　駐車場/20台
〒656-2163 淡路市中田72

津名 アラビヤ珈琲

コーヒーとサンドウィッチ

tel./0799-62-3423
営業時間/6：00～18：00
定休日/無休　駐車場/6台
〒656-2131 淡路市志筑1732-1

津名 銀麺

当店自慢の、こってり味を味わってください！

tel./0799-28-1507
営業時間/火～木 11：00～15：00
           /金～日 11：00～15：00/17：30～20：00
定休日/月曜　駐車場/25台
〒656-2121 洲本市安乎町平安浦1979-1

津名 有井焼肉店

和牛中心のメニューでサイドメニューもあります。

tel./0799-62-0327
営業時間／11：30～13：30（LO.13：00）
           ／17：00～21：30（LO.21：00）
定休日/木曜　駐車場/20台
〒656-2131 淡路市志筑1642-1

津名 島らーめん食堂太陽亭

お食事ご注文の方には、淡路島産コシヒカリ無料サービス

tel./070-2323-0025　駐車場/10台　　
営業時間/10：00～22：00
（水曜日10：00～15：00）　定休日/なし
〒656-2131 淡路市志筑91-3

津名 レストラン大公

アワジビーフ　石焼ステーキ

tel./0799-62-0639　駐車場/25台　　
営業時間/11：00～20：30／LO.20：00
定休日/火曜14：30より休み／LO.14：00
　　　（火曜が祝祭日の場合は翌日）
〒656-2131 淡路市志筑2821-1

津名 麺乃匠　いづも庵

麺づくり創業100年！昔ながらの手打ちうどん専門店

tel./0799-62-6002　駐車場/20台　　
営業時間/11：00～15：00、17：00～20：00
定休日/木曜（祝日の場合は翌日に振替）
〒656-2131 淡路市志筑3522-1

津名 淡路黒毛和牛 焼肉 三楽園

感染防止対策全席ダクト空調完備してます。

tel./0799-64-1729　駐車場/50台　　
営業時間/平日11：00～14：00
/17：00～21：30土日祝日11：00～21：30
定休日/木曜
〒656-2224 淡路市大谷908-3

津名 信長

地元の魚介類中心にメニュー構成しています。

tel./0799-62-5266　　
営業時間/11：30～14：00/17：30～22：00
定休日/木曜、第3水曜　駐車場/あり
〒656-2132 淡路市志筑新島10-47

津名 淡路ワールドパークONOKORO

遊園地にお土産、産直市場も備えています。

tel./0799-62-1192   駐車場/1000台　　
営業時間/平日10：00～17：00
/土日祝9：30～17：00  定休日/不定休　
〒656-2142 淡路市塩田新島8-5

津名 仲よし

昼は定食・丼・寿し他　夜は一品料理地魚会席。

tel./0799-62-0594　　
営業時間/11：30～14：00/17：00～22：00
定休日/火曜　駐車場/10台
〒656-2131 淡路市志筑1551

津名 サナあわじ津名店

淡路島の食材を使ったお弁当を手作りします。

tel./0799-62-5851　　
営業時間/10：00～18：00
定休日/1/1～1/4　駐車場/あり
〒656-2131 淡路市志筑2840-19

津名 旬香 魚佐太

地魚や淡路牛を食べられます。

tel./0799-62-3100　駐車場/15台　　
営業時間/11：30～14：00（ラストオーダー13：30）
/17：30～22：00 　定休日/水曜　
〒656-2131 淡路市志筑1554-1

一宮 オレンヂ
tel./0799-85-0150　　
営業時間/10：00～19：00
定休日/無定休　駐車場/あり
〒656-1511 淡路市郡家260-1

一宮 Cafe Marukou
tel./0799-70-1671　　
営業時間/8：00～17：00
定休日/木・金曜　駐車場/13台
〒656-1511 淡路市郡家1168-2

PASTA FRESCA
DAN-MEN

tel./0799-64-0777　駐車場/20台
営業時間/ランチ：11：00～15：00（LO.14：30）
　　　　  カフェ：15：00～17：00（土日祝限定）
　　　　  ディナー：17：00～21：00（LO.20：30）
定 休 日/木曜（祝日の場合は翌日に振替）
〒656-2225 淡路市生穂新島9-15

要予約

津名
tel./0799-62-0366
営業時間/12：00～13：00
お昼は前日までに要予約／17：00～22：00
定休日/月曜　駐車場/15台
〒656-2131 淡路市志筑1882-2
四季折々の食材を準備してお待ちしております。

春夏秋冬 いし井

次回来店時１ドリンクサービス

津名
tel./0799-62-6252
営業時間/11：00～16：00
定休日/火曜　駐車場/5台
〒656-2132 淡路市志筑新島10-51
ステーキ丼がおすすめです。

キッチンたまご亭

デザートサービス

tel./0799-85-1126
営業時間/11：30～14：00
（土・日・祝は17：00～20：00も営業します）
定休日/不定休　駐車場/200台
〒656-1501 淡路市尾崎3025-1

パルシェ香りの湯 和食処かおり
tel./0799-85-1162
営業時間/10：00～16：00
定休日/不定休　駐車場/200台
〒656-1501 淡路市尾崎3025-1

パルシェ香りの館 かおるカフェ

※一部ドリンクのみ※一部ドリンクのみ

※事前予約で
　お弁当・オードブル
　承ります

※精肉のみ ※サンドウィッチのみ

津名
tel./0799-64-7477
営業時間/ 昼11：30～14：00/
 夜17：00～22：00
定休日/水曜　駐車場/6台
〒656-2163 淡路市中田548-2
当店の調味料は愛情を使用しております。

ランチお食事券100円プレゼント

淡旬料理ぢろけん 津名
tel./0799-62-4834
営業時間/11：00～15：00
定休日/水曜　駐車場/22台
〒656-2131 淡路市志筑1170-1
天然の利尻昆布でとったおだしは旨い！

うどん家 ぜん丸

おうち時間応援！ 大人気！ご自宅でいつでも食べられる
冷凍巻き寿司花丸巻きを20％引きで

お買い求めいただけます。
※淡路市プレミアム付きお食事券を使用して
店内飲食された方のみ、10本まで対象（ （

tel./050-3187-5551
営業時間/11：00～17：00
定休日/不定休　駐車場/23台
〒656-2131 淡路市志筑1368-7

津名 あっくんバーガー

手軽に本格的なハンバーガーを！

2弾目の券を持ってきてくれた方限定で
「あっくんチケット」をお渡しします。

第3弾キャンペーン
実施店

さらにお得！さらにお得！

淡路市商工会
HPでも
随時更新
しております。



淡路市補正予算「Go To Eat 淡路市飲食産業応援事業」淡路市補正予算「Go To Eat 淡路市飲食産業応援事業」

「淡路市プレミアム付きお食事券」販売窓口

❷
「GoToEatひょうご食事券」1セット購入に付き、スタンプカードを1枚 配布します。

淡路市商工会HPにて淡路市内の「GoToEat 参加飲食店」情報を随時更新しております。
右側にあるQR コードよりご覧ください。

淡路市内の参加飲食店で「淡路市プレミアム付き お食事券」を利用して食事をすると
「次回ご利用時に使えるお得なサービス」を進呈 !！ ※但し、対象外店舗あり

「GoToEat ひょうご食事券」を１セット10,000円（12,500円分）で購入し、
市内の参加飲食店、合計3店舗にて利用します。

倍返し！

淡路市内の「ひょうご版」加盟店で「GoToEat ひょうご食事券」をご利用ごとにスタンプが１つ押印されます。

1セット5,000円で10,000円分（500円券×20枚） 購入できます！

キャンペーン期間
2021年12月1日水～
2022年9月30日金
2021年12月1日水～
2022年9月30日金淡

路
市
版
「倍返し！」「倍返し！」３つのお得

お問合せ先： TEL 0799-62-3066  /  FAX 0799-62-6005
https://sci-awaji.jp/wp/

（淡路市事業）

（スタンプカード１枚につき「淡路市プレミアムお食事券」は3セットまで購入できます。）
※売り切れ次第終了とさせていただきます。※合計３７,000セットを3回に分けて販売します。

事業概要

（国事業）❶

❸

2,500 円のお得！2,500 円のお得！

さらにお得！さらにお得！

5,000 円のお得！5,000 円のお得！

「淡路市プレミアム付き お食事券」を発売！

淡路市商工会

施　設　名 

淡路ワールドパークONOKORO 淡路市塩田新島 8-5 0799-62-1192 10:00 ～ 17:00 水曜日

淡路島タコステ 淡路市岩屋 1414-27 0799-64-7551 10:00 ～ 17:00 水曜日

北淡震災記念公園物産館 淡路市小倉 177 0799-82-3020 9:00 ～ 17:00

パルシェ香りの湯 宿泊フロント 淡路市尾崎 3025-1 0799-85-1126 10:00 ～ 17:00

淡路市商工会 淡路市志筑新島 5-2 0799-62-3066 9:00 ～ 16:00 土日祭日

所在地  電話番号  販売時間  定休日等

第一次販売 2021年12月16日㈭～2022年1月31日㈪
2022年2月上旬 開始予定

2022年５月31日㈫
販売開始から６ヶ月以内

販売開始から６ヶ月以内2022年4月上旬 開始予定

第二次販売

第三次販売

12/21～12/29 休館
1/1～1/3 開館時間変更

不定休（要確認）

淡路市マスコットキャラクター

Ⓒ淡路市160013
あわ神 なぎ なみ あわ姫

※ひょうごキャンペーンへの加盟が前提条件です。

※ひょうご食事券の使用期限は2022年3月21日㈪です。

※コロナの感染状況により延長する場合があります。

淡路市プレミア
ム付きお食事券淡路市補正予算

「Go To Eat 淡
路市飲食産業応

援事業」

淡
路
市
版

「倍返し！」「倍返し！」

淡路市マスコッ
トキャラクター

Ⓒ淡路市160
013あわ神

なぎ なみ あわ姫

¥500
有効期限

淡路市商工会
R4年5月31日

有効期限を過ぎ
ると使えません

№

GoToEat参加飲食店 随時募集中！

「淡路市プレミアム付きお食事券」販売期間 有効期限

別々の、合計3店舗で利用すると購入金額の2倍の「淡路市プレミアム付き お食事券」を


