
みよし市プレミアム付お食事券取扱店(2020年11月30日 現在) 
No 店舗名 業種・取扱品目 住所 電話番号 
1 ピザハット 三好店 ピザデリバリー 三好町中島31  0561-34-6500 
2 コメダコーヒー 三好インター店 喫茶店 福谷町落合18-3 0561-33-0303 
3 鮨 原田 寿司店 福谷町清水道20-1 0561-76-6911 
4 ㈲大島食糧 アイ・モール店 旨米屋 おにぎり・弁当等 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3111 
5 豆腐料理と美味しいお米のお店 マメコメ 日本料理店 三好町小坂18-5 アウトバレイ三好 1A 0561-42-7755 
6 おむすびカフェ OMU 喫茶店/日本料理店 三好町小坂56 0561-34-5734 
7 大黒寿司 寿司店 莇生町並木88 0561-36-2527 
8 来楽軒 ラーメン店 明知町宝栄1 0561-34-0912 
9 カノン珈琲 喫茶店 福谷町壱丁田6-4 0561-36-9539 
10 モスバーガー 三好ヶ丘駅前店 ハンバーガー店 三好丘1-5-1 0561-36-5005 
11 喫茶グランデ 喫茶店 莇生町藤塚6-200 0561-34-1612 
12 パブラウンジ メイ バー 三好町片原山15-1 0561-34-0989 
13 Bakery Kouglof パン屋 三好町東山90-2 0561-34-4365 
14 ドトールコーヒー アイモール三好店 喫茶店 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3101 
15 サーティワンアイスクリーム アイモール三好店 アイスクリーム販売 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-2031 
16 天竜園 そば・うどん店 莇生町山際404-6 0561-34-3690 
17 居酒屋ライフ 居酒屋 三好町下畷30-1 0561-56-7942 
18 幸ずし 寿司店 三好町中島21 0561-34-1144 
19 ㈲やっこ寿司三好 寿司店 三好町中島17 0561-32-3354 
20 魚文 日本料理店 園原5丁目2-2 0561-32-1075 
21 カレーハウスCoCo壱番屋 三好店 カレー専門店 三好町湯ノ前66-1 0561-34-5323 
22 サンタハウス カフェ エポカ ベーカリーカフェ 三好町前田19-1 0561-56-0866 
23 喫茶あいかむ 喫茶店 打越町打越新池浦107-2 0561-34-0720 
24 雑貨・喫茶ねこのて 喫茶店 黒笹町唐沢38-2 0561-36-0280 
25 CARI Café 喫茶店 三好丘2-2-2 0561-36-3688 
26 福ちゃん お好み焼き 三好町半野木1-82 0561-57-7281 
27 中国料理 碧亭 中華料理店 三好町折坂73-1 0561-34-4581 
28 お惣菜＆cafe 縁 en 喫茶店 西一色町神田32 0561-57-6716 
29 和食房 いわ田 日本料理店 三好町上146 0561-34-6868 
30 焼肉のすゞき 焼き肉店 三好丘1-8-4 0561-76-9929 
31 廻鮮 江戸前すし 魚魚丸 三好店 寿司店 三好町上253 0561-34-5277 
32 ふる里の味 かつら 居酒屋 西一色町猿投松58-1 0561-76-3228 
33 コリアンダイニング ミレ 韓国料理店 打越町庚申1-4 0561-56-0556 
34 和來 ～wara～ そば・うどん店/テイクアウト弁当 三好町小坂66 店舗1F 0561-32-2050 
35 飛騨牛 炭火焼肉 源 焼き肉店 莇生町池下3-1 0561-32-1129 
36 飛騨牛 源耀 肉料理店 三好町井ノ花3-1 0561-76-2929 
37 日本亭 三好保田ヶ池店 お弁当屋 三好町蜂ヶ池26-1 エスポア三好106 0561-56-1155 
38 やきとり大吉 みよし店 居酒屋 三好町片原山15-3 0561-34-0826 
39 タイ料理 ぺっぽい タイ料理店 福谷町花立70-5 0561-76-3443 
40 カフェレスト ワンズ 喫茶店 黒笹町前田21-3 0561-36-0858 
41 MYC みよし柿カレー カレー 三好町西荒田39 090-6080-7004 
42 ベントマン 三好ケ丘店 弁当屋 三好丘緑3-1-4 0561-36-0880 
43 そば・うどん 香雅 そば・うどん店 福田町杓子23-16 0561-34-5566 
44 野菜と糀のカフェ このはな 喫茶店 東陣取山201 090-9226-5087 
45 COROLO CAFE 喫茶店 三好町中鯰ヶ池80-1 0561-76-5661 
46 うお茂 日本料理店 三好町中鯰ヶ池78-1 0561-34-2820 
47 魚酔 居酒屋 福田町山畑39-11 0561-34-2846 
48 ㈲ネギいちラーメン 三好本店 ラーメン店 福谷町宮ノ前38-1 0561-36-5866 
49 うな鈴 鰻料理店 明知町山中37 0561-32-1662 
50 饗 良かん 日本料理店 三好町上ヶ池5-1 ロアジール上ヶ池1階 0561-34-2572 
51 アニーズ・ベイクショップ  喫茶店/焼き菓子店 黒笹いずみ1-10-2 0561-36-3388 
52 喫茶 珊瑚 喫茶店 三好町蜂ヶ池29-97 0561-37-1261 
53 秀鳳 中華料理店 三好町原前11-2 0561-76-3903 
54 la CUCINA イタリア料理店 三好町小坂69 三好センタービル1階D号室  0561-42-7357 
55 サンキューラーメンみよし市福田店 ラーメン店 福田町山畑101 0561-32-4155 
56 あみやき亭 三好店 焼き肉店 三好町上219 0561-34-7580 
57 ハンバーグのみき ハンバーク専門店 福谷町落合8-1 0561-36-3813 
58 焼肉処 デブちゃん 焼き肉店 明知町小池下1番地 0561-34-2224 
59 BINBIYA 魚バル&魚カフェ ダイニングバー&カフェ 福谷町宮ノ前38-1 0561-36-3377 
60 ザめしや みよし店 和食カフェテリアレストラン 三好町中島23-1 0561-34-6141 
61 café 華舞 HANAMAI 喫茶店 三好町薬師山41-2 0561-76-1087 
62 Kitchen Mii's カフェ 福田町大沢9-2 0561-59-4120 

63 二重橋タピオカ タピオカ・ドリンク・チーズドッグなど  三好町青木88 アイ・モール内 0561-76-9727 

64 MAMAHALO 菓子 三好町宮ノ越12-6 090-9481-3804 

65 一心亭 うどん店 打越町新池浦63-4 0561-34-4795 



No 店舗名 業種・取扱品目 住所 電話番号 

66 お魚ダイニングyoujin 三好店 居酒屋 三好町上251-1 0561-34-3511 

67 街の酒場 カミヤ ダイニングバー 三好町上146 0561-34-7997 

68 うまいもん家やさか 食堂 三好町上175 --- 

69 ５月のミュゲット 洋菓子販売・喫茶 黒笹3-7-10 0561-36-1530 

70 カルダン スナック 三好町姥子45-11 0561-32-9203 

71 居酒屋かごんま 居酒屋 三好町蜂ヶ池15-13 保田ヶ池コーポ101 0561-32-4566 

72 菜の詩 洋食店 黒笹町前田478 0561-36-5870 

73 元町珈琲みよしの離れ 喫茶店 明知町宮前1-3 0561-58-6339 

74 小麦館 パン屋 三好町半野木1-38 0561-32-3273 

75 まるさ水産 三好店 海鮮料理 三好町前田33 0561-33-3329 

76 美好餅 和菓子 福田町山畑64-6 0561-32-2495 

77 焼肉 水車 焼き肉店 西一色町大上22-3 0561-32-1631 

78 シャトレーゼ三好店 その他 三好町石畑65-3 0561-34-2507 

79 居酒屋やすべゑ 居酒屋 三好町蜂ヶ池15-13 保田ヶ池コーポ102 0561-76-2778 

80 新握一番 イオン三好 アイ・モール店 寿司店 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3181 

81 ちぃちゃんのからあげ イオン三好 アイ・モール店 からあげ屋 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3181 

82 おめで鯛焼き本舗 イオン三好 アイ・モール店  たいやき屋 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3181 

83 ぐらんま かふぇ 喫茶店 三好丘緑3-1-1 アールビル1F 0561-36-0700 

84 炭火焼肉 炭炭※1 焼き肉店 三好町新月73-1 0561-32-9390 

85 炉ばた焼き ひろけん 居酒屋 明知町団子山48 0561-32-4143 

86 絆～kizuna～キズナ 居酒屋 三好町蜂ヶ池26-1 エスポア三好103 090-3255-1132 

87 和み処 きた川 居酒屋 三好町上254 0561-34-1192 

88 DEURALI インド・ネパール料理 打越町新池浦82-5 0561-34-7740 

89 かぎや 寿司店 福谷町最中12 0561-36-3229 

90 仕出し会席 花よし 日本料理店 莇生町山際408-2 0561-76-6226 

91 花屋敷 日本料理店 莇生町山際408-2 0561-33-3334 

92 食事処飛騨 居酒屋 三好町原前11-2 0561-34-5870 

93 手打そば 篠のめ そば・うどん店 三好町荒池6-7 0561-34-6682 

94 シェ モン アミ フランス料理 三好町小坂69 三好センタービル1階  0561-76-1223 

95 オーテイス 喫茶店 三好町小坂20-1 0561-34-4899 

96 シャン・ドゥ・フレーズ 洋菓子店 三好丘桜3-9-14 0561-36-6966 

97 DEAR DEAR アイモール三好 多国籍料理 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3146 

98 サロン・ド・テ 名古屋フランス 本店 喫茶店 明知町立山15-1 0561-33-5551 

99 やきとり大吉 三好ヶ丘店 居酒屋 三好丘2-1-11 名鉄豊田線駅前ロータリー  0561-36-8843 

100 明美 お好み焼き・たこ焼き店 三好町弥栄40-11 0561-34-2798 

101 豊華 中華料理店 西一色町大上22-1 0561-34-4646 

102 若鯱屋三好アイモール店※2 そば・うどん店 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3105 

103 ピッツェリア マリノ 三好店 イタリアンレストラン ひばり丘2-1-5 0561-35-5050 

104 スナックミレン 中華料理店 三好町石塚62 0561-32-8225 

105 一刻魁堂 みよし店 ラーメン店 三好町夕田24-1 0561-34-9511 

106 焼肉みらく 焼き肉店 三好町片原山15-1 0561-34-2935 

107 かつや愛知みよし店 とんかつ・かつ丼 三好町西荒田93-1 0561-56-1542 

108 あじよし 喫茶&レスト 三好町小坂55-4 0561-34-1605 

109 かつさと みよしインター店 とんかつ・かつ丼 福谷町蓬平地41-4 0561-65-5671 

110 もろこし家 三好店 居酒屋 三好町荒池1-1 0561-34-6353 

111 焼肉きんぐ 三好店 焼き肉店 三好町原前7-1 0561-41-8200 

112 和話 和食・そば 三好町青木88 アイ・モール内 0561-34-7077 

113 穂波大喰堂 和洋中 三好町青木88 アイ・モール内 0561-33-3154 

114 セレッソ心 居酒屋 福谷町最中9 0561-36-6605 

115 白川庵 居酒屋 福谷町寺の前15-1 0561-36-3003 

116 焼肉まっさん 焼き肉店 三好町半野木1-82 0561-78-9584 

117 ほっかほっか亭三好下畷店 お持ち帰り弁当店 三好町下畷2-7 0561-33-3760 

118 えび・ひれかつの大仙 とんかつ 打越町新池浦110-5 0561-34-0063 

119 リンガーハット イオン三好店 長崎ちゃんぽん 三好町青木88 アイ・モール内 0561-56-5028 

120 中国料理 九龍居 みよし店 中華料理店 黒笹1-4-6 0561-36-2508 

121 居酒屋忠太郎 居酒屋 福谷町寺ノ前18-1 0561-36-5089 

122 ガスト西加茂三好店 レストラン 三好町弁財天37 0561-33-5011 

123 OM-SHREE インドカレー 三好町西田30-5 0561-69-2625 

124 麺の坊 晴天 ラーメン店 三好町原前11-2 0561-34-2543 
※  レジシステム等の関係で各店舗が発行している割引券や商品券等との併用ができない場合やテイクアウトでの利用ができない場合がありますので、注文される前に 

※  お店の方にお食事券の利用について事前にご確認をお願いいたします。 


