
※スタンプカー
ドを紛失、盗難

された場合等

　再発行はでき
ませんので大切

に保管ください
。

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

なんと
！

購入できます！

本事業は、Go To Eat 淡路市飲食産業応援事業 補助金の助成を受け、実施しています。本事業は、Go To Eat 淡路市飲食産業応援事業 補助金の助成を受け、実施しています。

「倍返し！」「倍返し！」

最大15,000円もお得です！最大15,000円もお得です！

「淡路市プレミアム付きお食事券」販売窓口

※スタンプがまだ集まっていない方は、裏面の参加店にて
　「1回のお食事等で500円以上ご利用につき、
　お1人様スタンプカード1枚にスタンプを1個押印」してもらえます。

別々の３店舗でスタンプを集めると…別々の３店舗でスタンプを集めると…

「GoToEat 参加飲食店」の詳しい情報はコチラ→

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

淡
路
市
版

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

さらにお得！さらにお得！

淡路市商工会

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

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

北淡震災記念公園物産館 淡路市小倉 177 TEL.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 TEL.0799-85-1126 10:00 ～ 17:00

淡路市商工会 淡路市志筑新島 5-2 TEL.0799-62-3066 9:00 ～ 16:00 　　　　　　土日祝日

不定休（要確認）

不定休

※感染症対策に取り組み済であることが条件です。
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」「淡路市プレミアム付きお食事券」

5,000円で

第4次販売は、
令和４年７月頃を
予定しています。

水曜日

水曜日

※4/29㈮～5/8㈰の期間は
　販売できません。

有効期限：R4年9月30日㈮

お食事券購入までの流れ

（スタンプカード1枚につき３セットまで）（スタンプカード1枚につき３セットまで）

第3次販売
5,000セット 令和4年4月15日㈮～6月30日㈭

▷▷▷ スタンプカードをお持ちでない方は、第４次販売（7月頃予定）をお待ちください。

Ⓒ淡路市160013
あわ神 なぎ なみ あわ姫

淡路市マスコットキャラクター

施　設　名 所在地  電話番号  販売時間  定休日等

※今回の販売は、「Go To Eatひょうごキャンペーン」の
　食事券を購入・利用して、赤色のスタンプカード
　にスタンプを集めた方が対象です。
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「GoToEat 参加飲食店」の詳しい情報はコチラ→

GoToEat「倍返し！」実施店GoToEat「倍返し！」実施店

淡路市岩屋1-32
TEL.0799-72-5020

鮨光

淡路市岩屋大林2674-3
TEL.0799-72-0220

淡路市岩屋1873-1
TEL.0799-72-0001

道の駅あわじ

淡路市岩屋1414-27
TEL.0799-64-7551

淡路島タコステ 39Pahuna～ナン屋ねん～
淡路市岩屋1079-2
TEL.0799-70-5251

淡路市岩屋1414-27
TEL.070-6641-4304

ハイウェイオアシス みけ家
淡路市岩屋大林2674-3
TEL.0799-72-0220

ハイウェイオアシス（すし処）すし富 ハイウェイオアシスTrepici
淡路市岩屋大林2674-3
TEL.0799-72-0220

淡路サービスエリア上り線　ロイヤル

おトクな第3弾キャンペーンを実施しています。

お持ち帰りOK!

「GoToEat ひょうご」はお使いいただけません。

淡路市岩屋3118-1
TEL.0799-73-2037

淡路サービスエリア下り線　ロイヤル
淡路市岩屋2568
TEL.0799-73-2047

淡路サービスエリア
ミスタードーナツ下り線店

淡路市岩屋2568 TEL.0799-73-2045

浜ちどり
淡路市岩屋925-27
TEL.TEL.0799-72-2556

淡路市岩屋1873-1
TEL.0799-72-0001 淡路市岩屋1873-1 TEL.0799-72-0001

淡路市岩屋1873-1
TEL.0799-72-0001

道の駅あわじ
     レストラン海峡楼

道の駅あわじ バーガー店
淡路市岩屋1873-1
TEL.0799-72-0001

道の駅あわじ えびす丸

淡路市岩屋1-62
TEL.0799-72-2422

寿司割烹　源平 ステーキハウス genpei
淡路市岩屋925-22
TEL.0799-72-2302

淡路市岩屋923-4
TEL.0799-73-2941

青と白
淡路市岩屋神前913-1
TEL.0799-70-7077

焼肉 大将

KUMI'S KITCHEN
淡路市岩屋11-23
TEL.050-3390-0093

淡路市岩屋2942-39
TEL.050-8881-8108

BROQUEL（ブロッケル）

淡路市楠本2425-2
TEL.0799-64-7061

淡路島キッチン ハッピーハンバーグ
淡路市夢舞台2 展望テラス1F
TEL.0799-74-6345

淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路3F
TEL.0799-74-1127

日本料理 あわみ 寿司カウンター
淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路2F
TEL.0799-74-1127

淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路3F
TEL.0799-74-1127

日本料理 あわみ

ロビーラウンジルッチョラファンダイニング
コッコラーレ

淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路2F
TEL.0799-74-1127

ファンダイニング コッコラーレ
淡路市夢舞台2番地 グランドニッコー淡路2F
TEL.0799-74-1127

淡路市楠本2805-7
TEL.0799-75-3710

Galleri

淡路市楠本2425-2
TEL.0799-64-7061

ラーメン 一楽 サナあわじ東浦店
淡路市久留麻12-1来田ビル１F
TEL.0799-75-3737

長松旅館
淡路市仮屋127
TEL.0799-74-2007

玲瓏閣（リンロンゴ）
淡路市久留麻95-1
TEL.0799-74-2995

海鮮
料理きとら 淡路夢舞台店

淡路市夢舞台2番地
TEL.0799-74-5650

焼肉 力

レストランアメリカ

淡路市浦911-3
TEL.0799-74-2408

淡路市釡口2007-1
TEL.0799-74-4540

新島水産 東浦店
淡路市仮屋63-2
TEL.0799-75-2222

白鶴亭
淡路市久留麻12-1
TEL.0799-74-5234

Plants Cafe コハルビヨリ
淡路市久留麻3-1
TEL.0799-70-1913

cuisine cafe 椛 ～Momiji～
淡路市久留麻185-1 ラ・プルミエール久留麻1F
TEL.0799-75-3338

淡路黒毛和牛 焼肉 三楽園 
東浦店淡路市久留麻2024-1

TEL.0799-74-3254

中華料理 公園
淡路市久留麻8-4
TEL.0799-74-5508

ペンション プラージュ
淡路市釡口1973-2
TEL.0799-70-4764

グリナリウム グレイナリー
淡路市浦545
TEL.0799-70-1320

ゑびす亭
淡路市浜1-7
TEL.0799-74-5511

lilla

しらす

淡路市久留麻2587-3
TEL.070-1744-2017

淡路市釡口1871-1
TEL.0799-70-4028

食い処まんまる
淡路市久留麻159-3
TEL.0799-64-7704

あわじ和牛亭

道の駅あわじ お土産店

鉄板焼

たこ壱

モリノテラス

グリナリウム 淡路島
淡路市野島常盤1550-10
TEL.0799-70-5116

食房NICE
淡路市野島蟇浦157-1
TEL.0799-82-2880

淡路市野島蟇浦816
TEL.0799-82-1907

のじまスコーラ　カフェ・スコーラ
淡路市野島蟇浦843
TEL.0799-82-1820

のじまスコーラ リストランテ・スコーラ
淡路市野島蟇浦843
TEL.0799-82-1820

のじまスコーラ BBQテラス
淡路市野島蟇浦843
TEL.0799-82-1820

Miele（ミエレ）
淡路市野島蟇浦785-9
TEL.0799-80-2600

淡路夢ホルモン
淡路市富島129
TEL.0799-70-6808

北淡震災記念館 レストランさくら
淡路市小倉177
TEL.0799-82-3400

鳴門ト
淡路市浅野南282-1
TEL.0799-82-2710

炭焼きあなご あさじ
淡路市浅野南101-6
TEL.0799-82-0757

アカネ珈琲
淡路市育波590-1
TEL.0799-84-1850

カラオケ麗奈
淡路市育波854-1
TEL.0799-84-0701

淡波家
淡路市育波855-2
TEL.0799-84-0004

焼肉牛島
淡路市育波584-1
TEL.080-1467-3542

淡路市郡家245-1
TEL.0799-85-2911

Cafe Marukou
淡路市郡家1168-2
TEL.0799-70-1671

魚弥 波の華
淡路市郡家287-2
TEL.0799-85-0581

オレンヂ
淡路市郡家260-1
TEL.0799-85-0150

カフェ あおい
淡路市郡家85-2
TEL.0799-85-0007

パルシェ香りの湯 和食処かおり
淡路市尾崎3025-1
TEL.0799-85-1126

パルシェ香りの館 かおるカフェ
淡路市尾崎3025-1
TEL.0799-85-1162

Awajishima Dining 暁
淡路市尾崎4399-1
TEL.0799-70-5232

淡路島フルーツ農園
淡路市上河合173
TEL.0799-85-2696

美流おひさまの里
淡路市下河合670
TEL.080-6162-0681

株式会社レストラン大公
淡路市志筑2821-1
TEL.0799-62-0639

がんこおやじ志筑店
淡路市志筑1882-1
TEL.0799-62-5084

寿司一
淡路市志筑1193-1
TEL.0799-62-3312

仲よし
淡路市志筑1551
TEL.0799-62-0594

小夜
淡路市志筑390
TEL.0799-62-3512

旬香　魚佐太
淡路市志筑1554-1
TEL.0799-62-3100

TAIYO COFFEE
淡路市志筑3111-34
TEL.0799-60-0266

島らーめん食堂太陽亭
淡路市志筑91-3
TEL.070-2323-0025

石挽そば丸中
淡路市志筑3112-4
TEL.0799-62-1650

ロイドコーヒー
淡路市志筑3271-8
TEL.0799-62-0588

うどん家 ぜん丸
淡路市志筑1170-1
TEL.0799-62-4834

あっくんバーガー
淡路市志筑1368-7
TEL.050-3187-5551

やき焼亭
淡路市志筑784-10
TEL.0799-62-0850

有井焼肉店
淡路市志筑1642-1
TEL.0799-62-0327

ふたば庵
淡路市志筑新島10-3アルクリオ1F
TEL.0799-62-6504

アラビヤ珈琲
淡路市志筑1732-1
TEL.0799-62-3423

春夏秋冬 いし井
淡路市志筑1882-2
TEL.0799-62-0366

キッチンたまご亭
淡路市志筑新島10-51
TEL.0799-62-6252

淡路市中田4139-4
TEL.0799-62-1103

淡路黒毛和牛 焼肉 三楽園
淡路市大谷908-3
TEL.0799-64-1729

サナあわじ 佐野運動公園店
淡路市佐野新島9-6
TEL.0799-25-3739
※2022年４月１日時点。参加店情報はホームページで随時更新しています。※2022年４月１日時点。参加店情報はホームページで随時更新しています。

カフェレストラン海
淡路市佐野634-1
TEL.0799-70-1353

淡路島炭火焼鶏 Kampai
淡路市大谷844-2
TEL.0799-70-5231

PASTA FRESCA DAN-MEN
淡路市生穂新島9-15
TEL.0799-64-0777

ええとこどり大谷店
淡路市大谷891-1
TEL.0799-64-0038

淡旬料理 ぢろけん
淡路市中田548-2
TEL.0799-64-7477

うどん工房 淡家
淡路市中田551-1
TEL.0799-62-2121

ありい亭
淡路市中田72
TEL.0799-62-6260

食い処おかや
淡路市志筑3315-1
TEL.0799-62-0305

淡路たかたのケーキ
淡路市志筑3266-1
TEL.0799-62-4144

Restro Le 5 Mai
淡路市志筑1386-2
TEL.0799-70-5118

モツ次
淡路市志筑581-1 ながおﾋﾞﾙ102
TEL.080-1418-8764

和牛肉 牛八
淡路市中田4163
TEL.0799-62-2951

台湾料理 豊源
淡路市生穂1291-2
TEL.0799-64-2058

魚繁
淡路市志筑新島6-7
TEL.0799-62-0035

淡路ワールドパークONOKORO
淡路市塩田新島8-5
TEL.0799-62-1192

麺乃匠 いづも庵
淡路市志筑3522-1
TEL.0799-62-6002

銀麺
洲本市安乎町平安浦1979-1
TEL.0799-28-1507

信長
淡路市志筑新島10-47
TEL.0799-62-5266

サナあわじ津名店
淡路市志筑2840-19
TEL.0799-62-5851

Hasami Kitchen
淡路市尾崎4315-6
TEL.090-8793-2033

かま釡うどん
淡路市柳沢甲354
TEL.0799-86-0088

KUSAKA HOUSE
淡路市深草949-3
TEL.0799-70-4563

淡路島台所 五感ダイニング そらと海
淡路市竹谷8-1
TEL.0799-70-8592

aoie
淡路市尾崎4112
TEL.0799-70-7219

淡路島カフェ 栄亭
淡路市尾崎3067-10
TEL.0799-70-7227

淡路市尾崎1621-1
TEL.0799-85-0072

幸せのパンケーキ 淡路島テラス
淡路市尾崎42-1
TEL.0799-85-1111

しぶれっと
淡路市多賀197 淡路市ふるさとセンター内
TEL.080-3774-2025

淡路市多賀470-1
TEL.0799-85-0648

オーシャンテラス グリルレストラン

クラフトサーカス
淡路市野島平林2-2
TEL.0799-82-1855

青海波　青の舎
淡路市野島大川70
TEL.0799-70-9020

青海波　海の舎
淡路市野島大川70
TEL.0799-70-9020

HELLO KITTY SHOWBOX
淡路市野島平林177-5
TEL.0799-70-9022

HELLO KITTY SMILE レストラン玉手箱
淡路市野島蟇浦985-1
TEL.0799-70-9037

HELLO KITTY SMILE GARDENテラス
淡路市野島蟇浦985-1
TEL.0799-70-9037

HELLO KITTY SMILE PARTYバルコニー
淡路市野島蟇浦985-1
TEL.0799-70-9037

寿司酒菜ダイニング 宗 -Shu-
淡路市富島1776
TEL.0799-82-2202

淡路市富島1660
TEL.0799-82-0219

HELLO KITTY SMILE PARTYテラス
淡路市野島蟇浦985-1
TEL.0799-70-9037

淡路市富島1993
TEL.0799-82-0402

あわ路飯店真心
淡路市富島998
TEL.0799-82-2382

いちじろう 明石焼 志田

café＆restaurant izana
淡路市多賀1119-53
TEL.0799-85-0167

淡路島鼓や

海鮮
料理きとら 津名店

淡

淡

第3弾第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾 第3弾

第3弾 第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾 第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

淡

淡

淡

淡

淡

第3弾

淡

淡

淡

淡

淡

淡 淡 淡

淡

淡

第3弾

第3弾

第3弾

第3弾

淡

第3弾

（ﾚｽﾄﾛ･ﾙ･ｻﾝｸ･ﾒ）


