更新日：令和３年11月８日

飯田市民支えあい市内観光キャンペーン

施設名

【土産物店】 観光お楽しみクーポン登録施設一覧
施設名

種別

所在地

種別

所在地

電話番号

【飲食】 飲食・乗り物クーポン登録施設一覧
信濃屋

焼肉、和食、食堂

飯田市桜町1-35

0265-23-9931

喜久水酒造 翠嶂館

酒蔵直売店

飯田市鼎切石4293

0265-22-2300

電話番号

信濃屋食堂 中央通り店

焼肉店、和食

飯田市中央通り1-6

0265-24-4708

喜目屋みやげ店

天龍峡焼等

飯田市川路4918-1

0265-27-2136

広竜苑

焼肉店

飯田市銀座1-15

0265-52-1770

たかどやファーム

農産物土産

飯田市山本951

0265-25-7733

辻本屋

焼肉店、和食、居酒屋

飯田市川路4756-34

0265-27-2159

木下水引株式会社

水引工芸品

飯田市上殿岡8-1

0265-25-8822

ほんのり家

焼肉店

飯田市長姫町4

0265-24-7062

ボンマンジェ 天龍峡

土産物店

飯田市川路7600

0265-49-5868

丸中商会

焼肉店

飯田市通り町2-22-3

0265-21-0733

あずさ販売株式会社

土産物店

飯田市大瀬木3978-3

0265-48-8145

焼肉 おおくら

焼肉店

飯田市主税町3-1

0265-52-3296

福沢商店

土産物店

飯田市川路4757

090-3440-6706

焼肉きんぐ座光寺店

焼肉店

飯田市座光寺3948-1

0265-56-1717

上村農産物直売所

土産物店

飯田市上村631-3

0260-36-2210

焼肉 大紋 伊賀良店

焼肉

飯田市育良町1-10-1

0265-25-8989

おいでなんしょ

土産物店

飯田市座光寺3349-1 エス・バード内 0265-52-1615

焼肉 大紋 黒田店

焼肉

飯田市黒田1481-1

0265-52-2955

多月堂 土産品店

土産物店

飯田市中央通り4-16

0265-22-0581

焼肉 てる家

焼肉

飯田市上久堅3951

0265-48-8135

稲垣来三郎匠

土産物店

飯田市上郷黒田2721-1

0265-56-1550

焼肉とお食事 京城園

焼肉店

飯田市上郷別府2311-1

0265-23-7820

吉丸屋まんじゅう店

土産物店（菓子・名物まんじゅう） 飯田市座光寺3604 元善光寺前

0265-23-8564

焼き肉レストラン 陽富園

焼肉店

飯田市座光寺3985

0265-52-2911

一茶堂・駅前カフェ

土産物店（食品・工芸品の販売） 飯田市中央通り4-39

0265-24-1310

焼肉 ろくなもんじゃねえ

焼肉店

飯田市中央通り4丁目12-3

0265-23-2441

天竜舟下り

土産物店（天竜舟下り弁天港売店） 飯田市松尾新井7170

0265-24-3345

龍峰

焼肉店、中華

飯田市松尾明7658-1

0265-23-9789

春月 売店

土産物店（煮豆、川魚加工品）

0265-22-5454

味 かわ清

和食

飯田市松尾明7579-2

0265-52-3715

３びきのこぶた 地賛地奨屋ショップ

土産物店（産農産物加工品他）

飯田市常磐町40
飯田市鼎一色49-1

0265-52-5355

東寿司

和食

飯田市常盤町56

0265-22-1685

３びきのこぶた座光寺店 地賛地奨屋ショップ 土産物店（産農産物加工品他）

飯田市座光寺3349-1 エス・バード B棟１F

0265-49-0978

油屋

和食

飯田市桐林1057

0265-26-9337

りんごの里農産物直売所

土産物店（農産物直売所）

飯田市育良町1-2-1

0265-28-2770

網元

和食

飯田市下殿岡1276

0265-48-6373

およりてふぁーむ農産物直売所

土産物店（農産物直売所）

飯田市鼎東鼎281

0265-56-2822

糸へん

和食

飯田市松尾町2-6

0265-24-4835

ココロマルシェ

土産物店（農産物直売所）

飯田市川路7620

0265-49-0831

今宮半平

和食

飯田市今宮町4-5610-2

0265-22-4627

飯田市健康増進施設 ほっ湯アップル

土産物店（ほっ湯アップル内）

飯田市松尾明7513-3

0265-56-6767

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

あめや土産店

土産物店、伝統工芸品等の販売店 飯田市座光寺3605

0265-49-0226

お食事処・夢

和食

飯田市鼎下山1071-7

信州飯田の菓房・田月

土産物店（和菓子）

飯田市伝馬町1-41

0265-22-1378

緑天地（オアシス）

和食、喫茶店

飯田市松尾上溝6300-2

0265-23-3887

ノエル洋菓子店

洋菓子店

飯田市育良町1-21-10

0265-25-1999

割烹、食事処 ふじ松

和食

飯田市座光寺3620-3

0265-23-0726

三吉野

和菓子等

飯田市常磐町44

0265-22-1275

割烹 小鈴

和食・蕎麦

飯田市北方3872-18

0265-25-7406

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

割烹 丸井亭

和食

飯田市知久町4-1226

0265-22-0349

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

かなえ茶屋

和食

飯田市一色110-1

0265-22-8188

季節料理 手塚

和食

飯田市育良町1-18-5

0265-25-8982

0265-52-6188

【ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・体験施設】 観光お楽しみクーポン登録施設一覧

0265-49-8822

大平高原流星オートキャンプ場

アウトドア・スポーツ施設

飯田市上村11-1

080-3383-1849

くるま鮨

和食

飯田市鼎上山1515-1

0265-22-3283

飯田センゲキシネマズ

映画館

飯田市中央通り1-5

0265-22-1070

さすが家飯田店

和食

飯田市座光寺3895-1

0265-53-1515

信州飯田の菓房・田月

お菓子造り体験

飯田市伝馬町1-41

0265-22-1378

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

飯田市上郷考古博物館

博物館

飯田市上郷別府2428-1

0265-53-3755

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

上村まつり伝承館「天伯」

博物館等

飯田市上村753

0260-36-2005

旬味処 しょうらく

和食

飯田市主税町25

0265-22-0504

遠山郷土館

博物館等（霜月祭等郷土資料展示施設）

飯田市南信濃和田1192

0260-34-2355

食事処 満津田

和食

飯田市主税町一番地

0265-22-0437

飯田市美術博物館

博物館等（美術博物館）

飯田市追手町2-655-7

0265-22-8118

食楽工房 元家

和食

飯田市南信濃和田456-1

0260-34-2501

飯田市健康増進施設 ほっ湯アップル

日帰り温泉

飯田市松尾明7513-3

0265-56-6767

千福屋

和食

飯田市竹佐691

0265-25-3711

天龍峡温泉交流館 若がえりの湯

日帰り温泉

飯田市川路4992-5

0265-27-4011

そば処 かざこし

和食

飯田市銀座3-7 銀座堀端ビル1F

0265-48-5511

遠山郷かぐらの湯

日帰り入浴施設

飯田市南信濃和田548-1

0260-34-1085

そば処 村の茶屋

和食

飯田市上村149-2

0260-36-2888

遠山ふじ糸伝承の会

藤織り体験・藤づる籠編み体験

飯田市南信濃和田342

090-4460-3212/090-9353-5577

たまり場 光穂

和食

飯田市南信濃八重河内104

0260-34-5808

農業法人 今田平

ぶどう・りんご狩り

飯田市龍江3717-1

080-5141-0487

馳走 かん田

和食

飯田市三日市場2109-1

0265-28-1818

天龍ライン下り

舟下り

飯田市龍江7115-1

0265-27-2247

天ノ松

和食

飯田市鼎名古熊2104-7 ローズアネックスｌ 1-B

0265-48-0704

天竜舟下り

舟下り

飯田市松尾新井7170

0265-24-3345

天ぷら 金万

和食（天ぷら）

飯田市主税町27

0265-24-0953

新飯田オークラボウル

ボウリング

飯田市東中央通り3297-1

0265-23-3619

天竜峡温泉交流館ご湯っくり（のんびりキッチン）

和食

飯田市川路4992-5

0265-27-4011

アストロボウル

ボウリング

飯田市主税町20

0265-23-4611

戸隠手打ちそば あすき

和食

飯田市育良町1-10-2

0265-25-1000

木下水引株式会社

水引工芸作り体験

飯田市上殿岡8-1

0265-25-8822

時路屋

和食

飯田市川路4757-1

0265-27-2080

アルプスぼうけん組楽部

ラフティング

飯田市松尾新井6703-1

0265-59-8881

得得飯田桐林店

和食

飯田市桐林1737-1

0265-26-7455

丸峡農園

りんご狩り

飯田市龍江7705-4

0265-27-3162

得得 羽場坂店

和食

飯田市羽場坂町2351-24

0265-52-1919

たつみ農園

りんご狩り

飯田市龍江6285-4

0265-27-2389

とりきん

和食

飯田市松尾町２丁目2-1

0265-24-0182

更新日：令和３年11月８日
施設名

種別

所在地

電話番号

施設名

種別

所在地

電話番号

丼々恋グルメ館

和食、居酒屋、その他

飯田市三日市場1179

0265-25-4490

Hills café

喫茶店

飯田市本町１丁目15

0265-48-6152

日本料理 やまもと

和食

飯田市鼎上山2412-6

0265-23-6650

ファームカフェ ココロ

喫茶店

飯田市川路7620

0265-49-5560

のんび荘

和食

飯田市上飯田7462

0265-22-0755

福沢商店

喫茶店

飯田市川路4757

090-3440-6706

はげあたまのとうちゃん

和食

飯田市白山町3丁目南9-4

0265-52-6786

ボンマンジェ 天龍峡

喫茶店・焼肉・和食

飯田市川路7600

0265-49-5868

はんば亭

和食

飯田市上村1250-1

0260-36-1005

みつばつつじ りんご並木店

喫茶店

飯田市通り町2-23

0265-52-6188

松乃本店

和食

飯田市座光寺3948-2

0265-52-5559

テンリュウ堂

カフェ

飯田市川路4919

0265-55-2052

まる井

和食

飯田市八幡町２１１５番地1

0265-23-1313

HIRANOYA

カフェ

飯田市通り町1-12

0265-24-8567

三河家食堂

和食

飯田市常磐町1

0265-22-0293

味処 丸現

居酒屋

飯田市伝馬町2-21

0265-22-2997

みつばち

和食

飯田市主税町4-3 吉川ビル1F

090-7718-4955

魚民 飯田駅前店

居酒屋

飯田市中央通り4-47-3 シノダビル1階 0265-23-4988

門

和食、洋食、和洋菓子店、居酒屋 飯田市山本488-9

090-1828-3677

裏萬房

居酒屋

飯田市松尾町2-30

0265-23-5151

やす乃

和食

飯田市松尾新井5904

0265-22-1868

串龍

居酒屋

飯田市銀座1-8

0265-56-6781

竜峡亭飯田店

和食

飯田市中村500-10

0265-25-8026

串屋長右衛門一色店

居酒屋

飯田市鼎一色110-1

0265-53-9489

和食 山栄

和食

飯田市知久町1-9MACHIKAN２００２ビル1F 0265-48-8131

庄や飯田店

居酒屋

飯田市中央通り4-42

0265-24-0408

イタメシ屋 ダルキチ

洋食

飯田市鼎名古熊1278

0265-48-5885

スペインバル マージ

居酒屋

飯田市江戸町4丁目282-1

0265-53-2139

カジュアルカフェ ピノキオ

洋食、喫茶店

飯田市鼎西鼎574

0265-23-7856

炭焼き ザキ

居酒屋

飯田市中央通り4丁目11-25

0265-22-1101

カフェヴェレゾン

洋食

飯田市松尾明7426-8

0265-49-0078

スローフード 萬房

居酒屋

飯田市松尾町2-30

0265-56-8855
0265-24-6326

カフェ．レストラン ビーバー

洋食、喫茶店

飯田市上郷飯沼3049

0264-24-4818

創作和食 天の雫

居酒屋

飯田市松尾上溝2971-1

カントリーキッチン キャベツ

洋食

飯田市鼎一色108-1

0265-22-8210

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

キッチン こいけ

洋食

飯田市鼎上山3800-1

0265-24-2099

つぼ八 飯田本店

居酒屋

飯田市主税町31-1

0265-23-2744

KURANO

洋食

飯田市仲ノ町1-3

0265-48-8121

鉄板酒肴 一夢庵

居酒屋

飯田市中央通り2丁目21-2

0265-48-6402

ココリズム

洋食

飯田市川路7620

0265-49-5560

鉄板 笑門 天竜峡店

居酒屋

飯田市川路4757-3

0265-49-0701

10CFanバーグ

洋食

飯田市松尾町２丁目２８番地

0265-48-8129

鉄板ダイニング かぶき屋

居酒屋

飯田市中央通り2-7 信越ビル地下1階 0265-24-5729

西洋割烹吉祥寺

洋食

飯田市鼎中平1995-29

0265-53-5497

どんでん

居酒屋

飯田市中央通り3-9

0265-48-8082

ソットオーリオ

洋食

飯田市鼎名古熊2581-2

0265-52-6885

はこだて

居酒屋

飯田市中央通り1-18

0265-24-4805

喫茶・軽食たかどやモーモー

洋食

飯田市山本1649-1

0265-25-6041

焼鳥たあちゃん

居酒屋

飯田市松尾清水4791-2

0265-49-5699

鉄板焼Dining銀座ハンバーグ

洋食

飯田市銀座３丁目1-1

0265-48-0393

山内農場 飯田駅前店

居酒屋

飯田市中央通り4-42 松澤店舗1階 0265-21-4388

ナチュラルキッチン TESSHIN

洋食

飯田市本町2-1

0265-48-0150

炉ばた焼 三亀

居酒屋

飯田市長姫町4

0265-24-3048

Paraca.

洋食、BAR

飯田市北方1891

0265-49-3138

BAR 時代屋

BAR

飯田市中央通り１丁目２５番地1F

0265-52-1915

BISTROCAFE 8

洋食

飯田市上郷黒田1096-4

0265-48-5560

BAR フィフティーズ1950

BAR

飯田市中央通り１丁目１５番地

0265-52-6450

BISTRO Freres

洋食

飯田市知久町2-9 hotel IIDA STAY 1 0265-48-0592

BAR 古時計

BAR

飯田市馬場町1-7 村沢ビルB１

0265-22-0750

ビーラックスマツカワ

洋食

飯田市鼎中平2865-1

南信州 フルーツファクトリー

BAR

飯田市中央通り4丁目47-1

0265-38-9039

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

蕎麦処 丸西屋

蕎麦屋

飯田市南信濃和田358

0260-34-2109

Trattoria Gastronomia MONDO

洋食

飯田市大通2丁目228-7

0265-48-5150

中央通り 東京庵

蕎麦、創作料理

飯田市中央通り1-2

0265-22-2840

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

手打ちとんかつ志瑞

とんかつ

飯田市鼎名古熊2137-1

0265-53-6767

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

カジュアル ステーキ ぎゅう

ステーキ店

飯田市白山町３丁目南８番地7

0265-23-3956

ちゃあしゅう屋飯田店

中華

飯田市鼎名古熊2507-1

0265-56-3788

カレーの大原屋

カレー

飯田市羽場権現978-4

0265-21-0739

中華料理 食縁

中華

飯田市駄科1312-6 ハイツ井端1F

0265-26-6262

カレーハウスCoCo壱番屋飯田座光寺店 カレー

飯田市座光寺3948-4

0265-23-7044

中華料理 龍昇

中華

飯田市松尾清水4773-5

0265-24-1981

カレーハウスCoCo壱番屋イオン飯田アップルロード店

カレー

飯田市鼎一色456

0265-24-1773

中国広東料理 山水楼

中華

飯田市中央通り2丁目11番地

0265-22-0410

みんなのナンハウス

Indian＆Nepalirestoran

飯田市中村77-3

0265-48-5292

点心厨房 希林

中華

飯田市本町1-10-1

0265-49-8767

飯田市健康増進施設 ほっ湯アップル 軽食（麺類・丼）

飯田市松尾明7513-3

0265-56-6767

8番らーめん 飯田インター店

中華

飯田市鼎一色147-4

0265-53-8860

デコちゃん

たこ焼き

飯田市中央通り4-40 ステーションスクエアビル1F

070-3339-3156

ラーメン ムームー

中華

飯田市川路7528

0265-28-0029

からあげビリー

からあげ専門店

飯田市座光寺2193-32

0265-48-6282

Orion 飯田店

ラーメン店

飯田市羽場町2-1-1

0265-48-5175

飯田センゲキシネマズ

ファストフード

飯田市中央通り1-5

0265-22-1070

ラーメンふたつ矢

ラーメン店

飯田市上郷飯沼2234-5

0265-48-0783

朝日交通 株式会社

タクシー

飯田市知久町3-1

0265-53-1212

一茶堂・駅前カフェ

喫茶店

飯田市中央通り4-39

0265-24-1310

第一観光タクシー 株式会社

タクシー

飯田市主税町27

0265-22-5052

喫茶かみ

喫茶店

飯田市上村413-4

0260-36-2744

有限会社 飯田タクシー

タクシー

飯田市通り町2-21

0265-22-1111

コメダ珈琲店飯田座光寺店

喫茶店

飯田市座光寺4600-1

0265-48-8022

飯田風越タクシー 有限会社

タクシー

飯田市丸山町1-10-6

0265-23-3111

コメダ珈琲店飯田店

喫茶店

飯田市鼎一色190-1

0265-24-3340

有限会社 天竜観光タクシー

タクシー

飯田市上村777

0260-36-2205

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

南信州広域タクシー 有限会社

タクシー

飯田市上殿岡717-4

0265-28-2800

パティスリー ポルカ

喫茶店、和洋菓子店

飯田市鼎上山3129番地2

0265-52-1776

北部タクシー 有限会社 座光寺営業所 タクシー

飯田市座光寺3693-6

0265-22-5527

0265-22-3673

