更新日：2020/8/27
がんばろう飯田ㅯ応援割宿泊キャンペーン

【飲食店】 飲食施設等割引クーポン登録施設一覧
クーポンの入手方法：
①旅行会社で宿泊を伴う旅行商品を購入した場合は、旅行会社からお渡しいたします。
②宿泊施設に直接予約をした場合は、宿泊施設からチェックインの際にお渡しいたします。
クーポンは予定枚数に達し次第、終了となります。
施設名

種別

所在地

電話番号

糸へん

和食、割烹カニ料理

飯田市松尾町2-6

0265-24-4835

今宮半平

和食

飯田市今宮町4-5610-2

0265-22-4627

ホームページ

https://imamiyahanbei.com/

いろりの宿 島畑

和食

飯田市南信濃八重河内580

0260-34-2286

旨い屋イオン飯田店

和食

飯田市上郷飯沼1575 ｲｵﾝ飯田店2F

0265-21-3344

割烹 小鈴

和食、手打ちそば

飯田市北方3872-18

0265-25-7406

https://www012.upp.so-net.ne.jp/kosuzu/

https://keigetu.co.jp/

割烹 松楽、旬味処 しょうらく

和食、会席料理屋（コース料理のみ） 飯田市主税町25

0265-22-0504

割烹 丸井亭

和食

飯田市知久町4-1226

0265-22-0349

かなえ茶屋

和食

飯田市一色110-1

0265-22-8188

さすが家

和食

飯田市座光寺3895-1

0265-53-1515

３びきのこぶた

和食（とんかつ）、洋食

飯田市鼎一色49-1

0265-52-5355

http://sun-corp.jp/

３びきのこぶた 座光寺店

和食（とんかつ）

飯田市座光寺3349-1 エス・バード B棟１F 0265-49-0978

http://sun-corp.jp/

四季料理 亀山

和食

飯田市東和町2-9

0265-56-6336

信濃屋 桜町店

和食、洋食、焼肉店

飯田市桜町1-35

0265-23-9931

信濃屋食堂 中央通り店

和食、居酒屋、焼肉店

飯田市中央通り1-6

0265-24-4708

食事処 満津田

和食

飯田市主税町1

0265-22-0437

信州つけもの処 伊那路

和食

飯田市中村1729-1

0265-25-5310

https://inaji-group.com/

鮨ごちそうや 松乃本店

和食

飯田市座光寺3948-2

0265-52-5559

https://matsunohonten.jimdofree.com/

http://www.sunaharai.jp/

砂払温泉

和食

飯田市砂払町1-695

0265-22-1209

大衆天ぷら 天ノ松

和食

飯田市鼎名古熊2104-7 ローズアネックスⅠ1-B

0265-48-0704

有限会社 宝乃湯

和食

飯田市下久堅下虎岩2982-4

0265-29-8017

千登勢

和食

飯田市常盤町22

0265-22-0251

天ぷら 金万

和食

飯田市主税町27

0265-24-0953

戸隠手打ちそば あすき

和食

飯田市育良町1-10-2

0265-25-1000

殿岡温泉 湯元 湯～眠

和食、中華、居酒屋、焼肉店

飯田市上殿岡628

0265-28-1111

https://yu-min.com/

日本料理 柚木元

和食

飯田市東和町2-43-1

0265-23-5210

https://yukimoto-hanare.com/

はんば亭

和食

飯田市上村1250-1

0260-36-1005

http://shirabiso.com/

有限会社 ホテル弥生

和食

飯田市錦町2-11

0265-22-1686

http://www.hotel-yayoi.com/

ホテル吉村

和食

飯田市鈴加町2-13

0265-52-3232

ボンマンジェ 天龍峡

和食、焼肉店

飯田市川路7600

0265-49-5868

舞鶴

和食

飯田市追手町1-19

0265-22-0121

有限会社まる井

和食

飯田市八幡町2115-1

0265-23-1313

村の茶屋

和食

飯田市上村149-2

0260-36-2888

http://shirabiso.com/

龍峡亭

和食

飯田市龍江7454

0265-27-2356

http://www.ryukyoutei.com/

旅館信勝館

和食

飯田市川路4768

0265-27-2035

そば処 かざこし

手打ちそば店

飯田市銀座3-7 銀座堀端ビル1F

0265-48-5511

https://kappou-chitose.amebaownd.com/

http://www.daimon-yakiniku.com/

http://www.iida-maizuru.jp/

有限会社 東京庵本店

そば屋、和食、居酒屋

飯田市中央通り1-2

0265-22-2840

はな屋

郷土料理店

飯田市伝馬町1-44

0265-24-8784

イルグスト チッチ

洋食（カフェ デリカテッセン）

飯田市鼎名古熊2541-1

0265-49-0093

https://cicci.belgustogroup.com/

カフェヴェレゾン

洋食

飯田市松尾明7426-8

0265-56-2220

https://www.vin2.jp/cafe-veraison/

キッチン こいけ

洋食

飯田市鼎上山3800-1

0265-24-2099

https://www.facebook.com/キッチン-こいけ-1916503755266803/

キャナリィ．ロウ飯田店

洋食（イタリアンレストラン）

飯田市鼎名古熊2170-1

0265-23-0039

Ground cuisine 川楽屋

洋食

飯田市上郷別府292-321

0265-23-5033

https://www.kawaraya-iida.com/sp/

ココリズム

洋食

飯田市川路7620

0265-49-5560

https://cocorofarm-vil.com/

シルクホテル レストラン フルフル

洋食、中華

飯田市錦町1-10

0265-23-8383

https://silkhotel.co.jp/

ソットオーリオ

洋食

飯田市鼎名古熊2581-2

0265-52-6885

http://sotto-olio.com/

更新日：2020/8/27
施設名

種別

所在地

電話番号

ホームページ

鉄板焼肉Dining銀座ハンバーグ

洋食

飯田市銀座3丁目1-1

0265-48-0393

https://hillsinnovation.com

トラットリアベッラソニア

洋食（イタリア料理）

飯田市鼎下山1419-1

0265-23-7720

https://sonia.belgustogroup.com/

ナチュラルキッチン TESSHIN

洋食

飯田市本町2-1

0265-48-0150

https://filare.net/

メランジェ

洋食、居酒屋

飯田市中央通り1-3

0265-53-0962

https://cuisinedeauberge5.wixsite.com/melange

メレンダイオン飯田店

洋食

飯田市上郷飯沼1575 ｲｵﾝ飯田店2F

0265-53-0090

ロカンディーナ ミヤザワ

洋食（イタリア料理）

飯田市上郷別府１４０３－１

0265-49-8195

丼々恋グルメ館

レストラン

飯田市三日市場1179

0265-25-4490

ホテル ルートイン飯田 レストラン花茶屋 レストラン

飯田市育良町2-3-5

0265-25-1622

創作料理 灯 akari

飯田市鼎名古熊2610-1

0265-48-0725

ランチ・ディナー営業、レストラン

http://sun-corp.jp/

https://www.route-inn.co.jp/

しなとらイオン飯田店

中華

飯田市上郷飯沼1575 ｲｵﾝ飯田店2F

0265-21-3346

上海楼

中華そば

飯田市銀座3-1-1

0265-22-1369

ちゃあしゅう屋飯田店

中華

飯田市鼎名古熊2507-1

0265-56-3788

新京亭

ラーメン店

飯田市中央通り4-14

0265-22-1756

８番らーめん 飯田インター店

ラーメン

飯田市鼎一色147-4

0265-53-8860

麺屋 杏樹

ラーメン

飯田市大瀬木3991-1

0265-49-4140

https://www.facebook.com/ange.to.purasu2/

らーめん＆カフェ あんじゅ+２（プラスツー） ラーメン、喫茶店

飯田市座光寺5251-1

0265-48-0876

https://www.instagram.com/p/Be-DPHhl1lJ/

Palganpot

韓国料理

飯田市中央通り4-36

0265-21-0511

ラムしゃぶ あずまし屋

しゃぶしゃぶ

飯田市銀座5-4-1 三条ビル1F

0265-48-0030

https://ramusyabu.com/

たんぽぽ

もんじゃ焼き、お好焼き

飯田市羽場坂町2351-52

0265-53-5597

https://localplace.jp/t200357101/

旨肉酒場やきまる

焼肉店

飯田市本町1-12 中村ビル1F

0265-49-0076

https://ja-jp.facebook.com/YakimaruIida/

長屋門桒はら

焼肉店

飯田市松尾新井6814-1

0265-48-0829

北海道ジンギスカン専門店 すすきの

焼肉店

飯田市吾妻町126-1

0265-23-2323

http://www.iida-susukino.com/

丸中商会

焼肉店

飯田市通り町2-22-3

0265-21-0733

https://filare.net/

もとやま焼肉店

焼肉店

飯田市鼎一色403-1

0265-24-2237

焼肉秋葉

焼肉店

飯田市鼎下山862-1

0265-53-6829

焼肉一番カルビ飯田店

焼肉店

飯田市鼎名古熊2587-1

0265-23-9922

焼肉一番かるび座光寺店

焼肉店

飯田市座光寺3948-1

0265-56-1717

http://sun-corp.jp/

焼肉 おおくら

焼肉店

飯田市主税町3-1

0265-52-3296

https://hillsinnovation.com

やきにく喜一

焼肉店

飯田市座光寺3850

0265-22-3345

ヤキニクコキンギョ

焼肉店

飯田市主税町23

0265-48-6706

http://sun-corp.jp/

焼肉のだいこく家 飯田店

焼肉店

飯田市鼎上山3651

0265-53-8929

焼肉 大紋 伊賀良店

焼肉店

飯田市育良町1-10-1

0265-25-8989

http://www.daimon-yakiniku.com/

焼肉 大紋 黒田店

焼肉店

飯田市上郷黒田1481-1

0265-52-2955

http://www.daimon-yakiniku.com/

焼肉とお食事 京城園

焼肉店、飲食店

飯田市上郷別府2311-1

0265-23-7820

http://keijouen.net/

焼肉の吉田家

焼肉店

飯田市桐林1742

0265-26-7529

https://yakiniku-yoshidaya.com/

和牛一頭買い ふえ門

焼肉店

飯田市銀座3-1-1

0265-52-9029

https://ja-jp.facebook.com/wagyu.huemon/

一茶堂（土産物店、駅前カフェ）

喫茶店

飯田市中央通り4-39

0265-24-1310

カフェ・レストラン ビーバー

喫茶店

飯田市上郷飯沼3049

0265-24-4818

喫茶かみ

喫茶店

飯田市上村413-4

0260-36-2744

黒金屋

喫茶店

飯田市銀座5-6

0265-22-0858

信州飯田の菓房・田月

喫茶店、和洋菓子店

飯田市伝馬町1-41

0265-22-1378

Hills Café

喫茶店

飯田市本町1-15

0265-48-6152

https://hillsinnovation.com

ファームカフェ ココロ

喫茶店

飯田市川路7620

0265-49-5560

https://cocorofarm-vil.com/

福沢商店

喫茶店

飯田市川路4757

0265-27-2484

カフェ三連蔵

カフェ

飯田市通り町2-1

0265-23-0023

一不二

和洋菓子店

飯田市知久町1-8

0265-22-1483

一二三屋まん十店

和洋菓子店

飯田市中央通り1-15

0265-23-1238

みつばつつじ イオン飯田店

和洋菓子店

飯田市上郷飯沼1575 イオン飯田店1F 0265-21-3332

http://www.matsuzawa.gr.jp/

みつばつつじ りんご並木店

和洋菓子店

飯田市通り町2-23

0265-52-6188

http://www.matsuzawa.gr.jp/

和菓子処 いとうや

和洋菓子店

飯田市本町2-15

0265-24-1372

http://www.iida-itouya.co.jp/

味のれん はら宿

居酒屋

飯田市上郷飯沼1756-1

0265-23-3685

居酒屋 それゆけㅯ鶏ヤローㅯ飯田店

居酒屋

飯田市中央通り2-1 第3幸楽ビル2F

0265-49-8805

https://www.toriyaro-iida.com/

裏萬房

居酒屋

飯田市松尾町2-30

0265-23-5151

https://filare.net/

http://shirabiso.com/

http://www.ringo-pie.jp/

https://www.instagram.com/sanrengura_cafeindustry/
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施設名
笑門

種別
居酒屋

所在地
飯田市川路4757-3

電話番号

ホームページ

0265-49-0701

金魚

居酒屋

飯田市長姫町2-2

0265-48-0767

個室酒房 ながぐつ

居酒屋

飯田市中央通り2-16-1 2F

0265-49-0075

食楽工房 元家

居酒屋

飯田市南信濃和田456-1

0260-34-2501

すし処 魚魚魯

居酒屋

飯田市中央通り1-26

0265-48-6292

スペインバル マージ

居酒屋

飯田市江戸町4-282-1

0265-53-2139

炭火居酒屋 のんべえ

居酒屋

飯田市中央通り2-1

0265-53-4320

スローフード 萬房

居酒屋

飯田市松尾町2-30

0265-56-8855

https://filare.net/

月うさぎ

居酒屋

飯田市中央通り2-23-1 田中ビル2F

0265-24-5334

https://filare.net/

鉄板酒肴 一夢庵

居酒屋

飯田市中央通り2-21-2

0265-48-6402

鉄板ダイニング かぶき屋

居酒屋

飯田市中央通り2-7 信越ビルB1

0265-24-5729

どんでん

居酒屋（藁焼き炭火焼き居酒屋）

飯田市中央通り3-9

0265-48-8082

村さ来 座光寺店

居酒屋

飯田市座光寺3708-1

0265-24-5666

村さ来 知久町店

居酒屋

飯田市知久町1-4

0265-24-1682

たこやきハウス デコちゃん 飯田駅前店 ファーストフード

飯田市中央通り4-40 ステーションスクエアビル1階

070-3339-3156

https://www.facebook.com/decochanJRiidaST/

カラオケシティ メトロポリス

飯田市知久町2-1

0265-52-3719

http://www7.plala.or.jp/karaokecity/

カラオケボックス

