
【南信州プレミアムお食事券取扱い店舗】 営業時間の変更などがある場合があります。事前に店舗へご確認ください。

№ 店舗名 住所 営業時間 連絡先 持帰り 定休日

1 あ 創作料理 灯 飯田市鼎名古熊2610-1 11︓00-14︓00　17︓30-21︓30 0265-48-0725 ○ 火曜日

2 旭鮨 飯田市馬場町2-100 12︓00-13︓30　18︓00-24︓00 0265-23-8970 ○ 隔週日曜日

3 あじの店つきぢ 飯田市知久町1-17 17︓30-23︓00 0265-24-9857 ○ 日曜日、祝日

4 ATAGO 飯田市愛宕町2844-2 10︓00-17︓00 0265-48-5602 ○ 月曜日

5 食事処  ありがとう 売木村545-4 11︓00-21︓00 0260-28-2256 ○ 月曜日
(祝日は営業)

6 麺屋　杏樹 飯田市大瀬木3991-1 平日11︓30-14︓00　18︓00-21︓00
日曜10︓30-15︓30 0265-49-4140 〇 月曜日、日曜夜

(祝日は営業)

7 ラーメン喫茶　あんじゅ＋２ 飯田市座光寺5252-1 9︓30-16︓00 0265-48-0876 ○ 月曜日
(祝日は営業)

8 い イオン飯田店２階フードコート内(しなとら飯田店、旨い
や、メレンダ）

飯田市上郷飯沼1575 11︓00-19︓00 ○ 無休

9 一夢庵 飯田市中央通り2-21-2 17︓00-24︓00 0265-48-6402 ○ 日曜日

10 カフェレスト・イフ 飯田市北⽅1414-1 9︓00-21︓00（18︓00以降は予約にて貸切） 0265-25-4734 〇 月曜日

11 いろは亭 飯田市松尾町1-15 18︓00-23︓00 0265-52-0168 × 日曜日・祝日
(予約の場合は営業)

12 う 和創酒遊　うたげ 飯田市⻑姫町4 17︓30-23︓00 0265-49-3372 〇 無休

13 海鮮酒場　裏萬房 飯田市松尾町2-27 17︓30-24︓00 0265-23-5151 × 不定休

14 え エース食産 飯田市大瀬木546-1 9︓00-18︓00 0265-25-3944 ○ 無休

15 駅前カフェ一茶堂 飯田市中央通り4-39 9︓00-18︓00 0265-24-1310 × 火曜日

16 鉄板　笑門　天龍峡店 飯田市川路4757-3 18︓30-24︓00 0265-49-0701 ○ 火曜日

17 か 酒場かかしや 飯田市伝馬町1-4　松島ビルB1F 20︓00-翌5︓00 0265-49-3033 ○ 不定休

18 片桐商店 上郷店 飯田市上郷⿊田1763-1　ソフィアケートKAITO１F 9︓00-17︓00 0265-56-9227 ○ 月曜日

19 居酒屋かっぽれ 飯田市常盤町13 19︓00-24︓00 0265-23-4425 × 日曜日

20 かなえ茶屋 飯田市鼎一色110-1 11︓00-15︓00　17︓00-21︓00 0265-22-8188 ○ 無休

21 カフェヴェレゾン 飯田市松尾明7426-8 10︓00-22︓00（当⾯の間、ディナーは要予約） 0265-49-0078 〇 火・水曜日

22 cafe dining e 飯田市東和町2-32 11︓30-16︓00　18︓00-23︓00 0265-52-9333 ○ 月曜日
第１日曜日

23 かぶき屋 飯田市中央通り2-7　B１F 17︓00-翌2︓00 0265-24-5729 ○ 月曜日

24 鉄板居酒屋⻲じぃ 高森町吉田904-7 17︓30-24︓00 0265-55-3181 ○ 木曜日

25 からあげビリー 飯田市座光寺2193-32 10︓00-19︓00　日祝10︓00-17︓00 0265-48-6282 〇 月曜日
（祝日の場合翌日）

26 カレーの大原屋 飯田市羽場権現978-4 7︓00-14︓00（売れ切れにて閉店） 0265-21-0739 〇 月・火曜日
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27 き 喫茶en 豊丘村神稲359-5 11︓00-16︓00　18︓00-23︓00 0265-48-0240 〇 月・火曜日

28 キッチンかのん 飯田市銀座3-1-1　トップヒルズ銀座１F 10︓30-13︓30　16︓00-19︓00 0265-24-6774 ○ 月曜日

29 キッチン こいけ 飯田市鼎上山3800-1 11︓30-14︓00　17︓30-21︓00 0265-24-2099 〇 不定休

30 カントリーキッチンKYABETSU 飯田市鼎一色108-1 11︓00-22︓30 0265-22-8210 ○ 不定休

31 カジュアルステーキぎゅう 飯田市白山町3-8-7 11︓00-15︓00　17︓30-21︓00 0265-52-4868 × 木曜日

32 九如亭 飯田市下久堅⼩林71 10︓00-17︓00 0265-29-7766 × 水・木曜日

33 京鮨 飯田市東和町1-2-3 17︓00-24︓00（状況により早閉まい） 0265-24-4445 ○ 水曜日

34 喜代志 飯田市八幡町2164 11︓00-13︓30　17︓00-22︓00 0265-22-4774 ○ 水曜日

35 点⼼厨房　希林 飯田市本町1-10-1 11︓30-14︓00　17︓30-21︓00　 0265-49-8767 ○ 木曜日

36 鉄板焼Dining銀座ハンバーグ 飯田市銀座3-1-1 11︓30-14︓30　17︓30-23︓00 0265-48-0393 ○ 水曜日

37 ⾦太郎 飯田市吾妻町136 17:00-24:00 0265-23-4440 × 日曜日

38 天ぷら⾦万 飯田市主税町27 11︓00-14︓00　17︓00-21︓00 0265-24-0953 ○ 火曜日
（祝日の場合営業）

39 く 串カツ一丸 飯田市中央通り3-50-2 18︓00-23︓00 0265-54-0383 〇 火曜日

40 串屋　⻑右衛門　飯田中央店 飯田市中央通り1-15 17︓00-24︓00 0265-52-9489 〇 無休

41 串屋　⻑右衛門　⿍一⾊店 飯田市鼎一色110-1 17︓00-24︓00 0265-53-9489 〇 無休

42 KURANO 飯田市仲ノ町1-3 10︓00-18︓00 0265-48-8121 ○ 月曜日

43 KitchenCafeぐり~ん 飯田市中央通り4-12-1 11︓30-14︓00　18︓00-22︓00 0265-23-2111 ○ 日曜日、祝日夜

44 gul gul 飯田市本町1-2　トップヒルズ第２　１F 18︓00-24︓00 0265-48-0073 ○ 日曜日
(祝祭日振替)

45 ⿊⾦屋 飯田市銀座5-6 10︓00-21︓00　日替わりランチタイム11︓45-14︓300265-22-0858 ○ 水曜日

46 け 京城園 飯田市上郷別府2311-1 月〜⼟17︓00-23︓00　日祝16︓00-23︓00 0265-23-7820 × 木曜日

47 原価Bar SOL 飯田市中央通り2-23-5 20︓00-翌3︓00 0265-49-0640 ○ 水曜日

48 食楽工房　元家（げんや） 飯田市南信濃和田456-1 11︓00-14︓00　17︓30-22︓00 0260-34-2501 ○ 木曜日

49 さ 四川系中国料理　菜彩 飯田市鼎下山856-5 11︓30-14︓00　17︓30-21︓00 0265-24-6033 ○ 水曜日

50 さすが家飯田店 飯田市座光寺3895-1 11︓00-15︓00　17︓00-21︓00 0265-53-1515 ○ 無休

51 THE BARREL  (ザ・バレル) 飯田市中央通り4-14 11︓30-14︓30　19︓00-翌2︓00 0265-24-7055 〇 ランチのみ水・日曜日
（夜間は営業は無休）

52 一茶酒場　SALSA 飯田市鼎一色456　イオン飯田アップルロード店東別棟 11︓30-14︓00　18︓00-23︓00（⾦⼟23︓30）　0265-22-3701 ○ 月曜日
（祝日の場合不定休）
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53 さ 中国広東料理　⼭⽔楼 飯田市中央通り2-11 11︓30-14︓30　17︓00-22︓00 0265-22-0410 ○ 日曜日(予約可能）

54 地酒処　三の蔵 飯田市通り町2-1 平日15︓00-24︓00　⼟日10︓00-24︓00 050-3655-0333 〇 月曜日

55 カフェ三連蔵 飯田市通り町2-1 11︓30-17︓00　18︓00-23︓00 0265-23-0023 ○ 火曜日、日曜夜

56 し BAR時代屋 飯田市中央通り1-25　１F 19︓00-翌2︓00 0265-52-1915 ○ 無休

57 七⾥屋茶房 飯田市吾妻町112 9︓00-18︓00（日曜日は17︓00） 0265-48-6993 ○ ⾦曜日

58 信濃屋中央通り店 飯田市中央通り1-6 11︓00-20︓30 0265-24-4708 ○ 火曜日

59 そば処　しみず 飯田市北⽅786 11︓00-20︓00 0265-25-5557 〇 無休

60 手打ちとんかつ志瑞 飯田市鼎名古熊2137-1 11︓00-14︓00　17︓00-20︓00 0265-53-6767 ○ 無休

61 上海楼 飯田市銀座3-1-1 月11︓00-15︓00　火木⼟11︓00-15︓00　17︓
00-21︓00　　木⾦11︓00-14︓00　18︓00-21︓ 0265-22-1369 ○ 水曜日

62 GOLF&BAR JUKE 飯田市中央通り1-23 20︓00-翌3︓00 0265-49-0519 ○ 日曜日

63 呑道楽  じん兵衛 飯田市馬場町1-17 17︓00-23︓00 0265-24-5646 ○ 日曜日

64 す 砂払温泉 飯田市砂払町1-695 11︓00-21︓00（ランチ、ご宴会要予約） 0265-22-1209 〇 無休

65 スペインバル　マージ 飯田市江⼾町4-282-1 17︓00-23︓00　休前日17︓00-24︓00 0265-53-2139 ○ 月曜日

66 せ カフェレストセンジュ 飯田市常盤町17　イイダコアセンジュ１F 10︓30-20︓30（日曜日は20︓00） 0265-22-1010 × 月曜日

67 そ ソットオーリオ 飯田市鼎名古熊2581-2 11︓00-21︓30 0265-52-6885 ○ 無休

68 kitchenそらら 豊丘村大字神稲12410（道の駅南信州とよおかマルシェ
内）

11︓00-16︓00 0265-48-8061 × 木曜日

69 た 第五宝船丸 飯田市通り町2-22 9︓00-16︓00　18︓00-23︓00 0265-21-0733 〇 日曜日

70 焼肉だいこく家飯田店 飯田市鼎上山3651 17︓00-23︓00 0265-53-8929 × 無休

71 たこやきハウス　デコちゃん　飯田駅前店 飯田市中央通り4-40　１F 9︓30-19︓00 070-3339-3156 ○ 火曜日

72 俺流ワヰン酒場　TATSU屋製麺所 飯田市中央通り4-10-1 11︓30-15︓00　17︓30-23︓30 0265-22-2301 ○ 月曜日

73 ち チキン亭 飯田市八幡町2124-2 17︓00-22︓30 0265-24-1090 ○ 不定休

74 割烹 千登勢 飯田市常磐町22 10︓00-22︓00 0265-22-0251 〇 不定休

75 ちゃあしゅう屋飯田店 飯田市鼎名古熊2507-1 11︓00-15︓00　17︓00-20︓30 0265-56-3788 × 不定休

76 カフェ・ダイニング・チャーリー・シー 飯田市上郷別府3373-1 月〜⾦8︓30-15︓00　⼟日8︓30-21︓00
(予約にて夜営業いたします) 0265-53-2225 〇 水曜日

77 つ 月うさぎ 飯田市中央通り2-23-1　２F 17︓30-24︓00 0265-24-5334 × 不定休

78 もんじゃ焼　土筆 飯田市駄科531-4 17︓00-23︓00 0265-26-6767 × 木曜日
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79 つ つぼ八　飯田店 飯田市主税町31-1　つぼ八ビル 日〜木17︓00-翌2︓00
⾦⼟祝前日17︓00〜翌4︓00 0265-23-2744 ○ 無休

80 て ナチュラルキッチンTESSHIN 飯田市本町2-1 11︓30-22︓00 0265-48-0150 ○ 不定休

81 テンリュウ堂 飯田市川路4919 10︓00-17︓00 0265-55-2052 ○ 不定休

82 と 得得　羽場坂店 飯田市羽場坂町2351-24 11︓00-22︓00 0265-52-1919 ○ 無休

83 すし処　⿂⿂魯 飯田市中央通り1-26 18︓00-0︓00 0265-48-6292 ○ 日曜日

84 鶏肉研究所 飯田市鼎東鼎301-1 11︓00-14︓00　18︓00-24︓00 0265-24-1029 × 月曜日、第３日曜日

85 どんでん 飯田市中央通り3-9　本間ビル1F 17︓00-24︓00 0265-48-8082 〇 日曜日

86 丼々恋グルメ館 飯田市三日市場1179 11︓00-14︓30　17︓00-23︓30 0265-25-4490 ○ 月曜日夜

87 居酒屋どんべい 飯田市北⽅2521-3 17︓00-24︓00 0265-25-3913 〇 月曜日

88 な 個室酒房　ながぐつ 飯田市中央通り2-16-1　花田ビル２F 平日18︓00-翌1︓00　週末18︓00-翌2︓00 0265-49-0075 × 日曜日

89 名古乃 飯田市鼎東鼎36-2 11︓00-13︓30　17︓00-19︓00 0265-24-6591 × 日曜、祝日

90 南国飯店 阿智村駒場1502-2 10︓30-14︓00　17︓00-20︓00 0265-43-2283 ○ 水曜日

91 の 炭火居酒屋のんべえ 飯田市中央通り2-1 月〜木17︓30-翌2︓30
⾦⼟18︓00-翌4︓00　日17︓30-翌1︓00 0265-53-4320 × 無休

92 は Cafe &Bar 好日子　hao ri zi 豊丘村神稲503-2 18︓00-　（⾦⼟日14︓00-） 090-1868-7604 × 火曜日

93 北の味　はこだて 飯田市中央通り1-18 17︓00-23︓30 0265-24-4805 〇 日曜日

94 バズロックラーメン 飯田市中央通り4-41-1　地下１F 11︓30-14︓00　18︓00-21︓30 0265-48-6209 〇 日曜日

95 Buger Cafe PAL'S 飯田市本町1-10-1 11︓30-21︓00 080-2394-3984 ○ 火曜日

96 ひ カフェレストランビーバー 飯田市上郷飯沼3049 8︓30-21︓00 0265-24-4818 〇 日曜日

97 PIZZA hikonoKi ヒコノキ 飯田市曙町105-1 11︓30-14︓30　17︓00-20︓00 0265-55-0022 〇 水曜日

98 HIRANOYA 飯田市通り町1-12 10︓00-18︓00　 0265-24-8567 ○ 月曜日

99 Hills Cafe 飯田市本町1-15　トップヒルズ本町１F 11︓30-17︓00　18︓00-23︓00 0265-48-6152 ○ 火曜日

100 ふ BARフィフティーズ1950 飯田市中央通り1-15 平日18︓00-翌3︓00
日曜17︓00-24︓00 0265-52-6450 × 無休

101  和牛一頭買いふえ門 飯田市銀座3-1-1 16︓30-23︓00 0265-52-9029 ○予約 日曜日

102 Fukuume 飯田市下久堅知久平1800-4 10︓00-18︓00（夜は予約のみ） 0265-29-7785 ○ 月・火曜日

103 ラーメン　ふたつ矢 飯田市上郷飯沼2234-5 11︓30-14︓00　17︓30-23︓15
（⼟日祝は11︓00~） 0265-48-0783 〇 無休

104 BAR古時計 飯田市馬場町1-7　村沢ビルB1F 19︓00-翌1︓00 0265-22-0750 × 日曜日
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105 ほ 北海道ジンギスカン専門店 すすきの 飯田市吾妻町126-1 17︓00-23︓00 0265-23-2323 〇 月曜日

106 ボンマンジェ天龍峡 飯田市川路7600 10︓00-20︓00 0265-49-5868 〇 無休

107 ま まいてい 飯田市白山町3-8-7 11︓00-15︓00　17︓30-21︓00 0265-52-4868 × 木曜日

108 鮨ごちそうや　松乃本店 飯田市座光寺3948-2 11︓00-14︓30　17︓00-22︓00 0265-52-5559 ○ 火曜日

109 丸井亭 飯田市知久町4-1226 11︓00-14︓00　16︓30-20︓30 0265-22-0349 ○ 木曜日

110 炭火焼肉丸三 飯田市白山町2-1-2 17︓00-22︓30 0265-22-9180 × 水曜日

111 丸中商會 飯田市通り町2-22-3 17︓30-24︓00 0265-21-0733 ○ 月曜日

112 slow food萬房 飯田市松尾町2-30 17︓00-24︓00 0265-56-8855 ○ 不定休

113 み 三河家食堂 飯田市常盤町1 11︓00-15︓00　17︓00-21︓00 0265-22-0293 ○ 月曜日

114 地野菜　実のり 豊丘村神稲3924-7 18︓00-23︓30 0265-55-3369 〇 月曜日

115 む 村さ来座光寺店 飯田市座光寺3708-1 17︓00-24︓00 0265-24-5666 〇 無休

116 村さ来知久町店 飯田市知久町1-4 17︓00-24︓00 0265-24-1682 〇 無休

117 め メランジェ 飯田市中央通り1-3 17︓30-23︓30 0265-53-0962 ○ 不定休

118 も 紋次郎 飯田市中央通り2-1 18︓00-23︓00 0265-24-3023 ○ 日・月曜日

119 や 味処 八起 飯田市上郷⿊田139-5 11︓30-13︓30　17︓00-21︓00 0265-24-7339 ○ 水曜日

120 食遊酒房やお道 飯田市吾妻町108 17︓30-23︓00 0265-53-8055 × 日曜日

121 やきとりとよ 飯田市伝馬町1-44-1 ⼣⽅から23︓00頃 080-3710-5355 〇 不定休

122 焼肉おおくら 飯田市主税町3-1 17︓00-23︓00 0265-52-3296 ○ 火曜日

123 焼肉の吉田家 飯田市桐林1742 17︓30-22︓00 0265-26-7529 × 火水曜日

124 旨肉酒場やきまる 飯田市本町1-12　中村ビル１F(りんご並木沿い) 17︓30-23︓30 0265-49-0076 ○ 火曜日
(予約の場合営業)

125 ⼭羊印カフェ 飯田市高羽町1-8-1 月11︓00-17︓00（第３月曜のみ21︓00） 0265-49-8948 〇 火〜日曜日

126 ⼭のや 飯田市上郷別府3324-12 17︓00-22︓30 0265-23-4486 〇 日曜日
（予約応相談）

127 やまもと 飯田市鼎上山2412-6 11:30-14:00 18:00-21:00 0265-23-6650 × 不定休

128 ゆ 遊牧⺠ 飯田市本町1-12　中村ビル１F(りんご並木沿い) 11︓00-15︓00　夜は予約のみ 0265-48-6698 ○ 火・水・⾦・日曜日

129 遊夜ダイニング 飯田市常盤町10 17︓30-24︓00 0265-52-0909 × 日曜日
(月曜祝日の場合営業)

130 お食事処・夢 飯田市鼎下山1071-7 10︓00-15︓00 0265-49-8822 〇 ⼟日、祝日
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【南信州プレミアムお食事券取扱い店舗】 営業時間の変更などがある場合があります。事前に店舗へご確認ください。

№ 店舗名 住所 営業時間 連絡先 持帰り 定休日

131 よ 粋な居酒屋よかよか 松川町大島476-1 17︓30-24:00 0265-36-6639 〇 月曜日

132 ⽶っ子寿司　龍⺒ 高森町吉田2196-2 11︓30-13︓30　17︓30-22︓00 0265-35-4891 ○ 木曜日

133 ら 来来亭飯田店 飯田市上殿岡913-1 11︓00-23︓30 0265-53-5367 ○ 無休

134 ラムしゃぶ あずまし屋 飯田市銀座5-4-1　三条ビル１F 17︓00-23︓30 0265-48-0030 〇 月曜日

135 り FOOD&BAR REAZY 飯田市中央通り2-1セントラルホテル1F 19︓00-翌3︓00 0265-48-9100 〇 不定休

136 Liber&Liber リーベル・リーベル 飯田市中央通り3-50-3⼩山ビル1F 20︓00~late 0265-49-7080 〇 日曜日
(月曜祝日の場合営業)

137 龍峡亭 飯田市龍江7454 予約で営業。お電話でお問合せ下さい。 0265-27-2356 ○ 不定休

138 BAR リユニオン 飯田市銀座2-11 19︓00-翌5︓00 0265-23-5811 ○ 月曜日

139 れ BAR レミニス 飯田市中央通り4-40　藤井ビル１F 20:30-翌2︓00 0265-22-7008 × 不定休

140 ろ Dining&Bar LOCO DELI(ロコデリ) 飯田市中央通り3-41-4　AMYビル１F 18︓00-24︓00 0265-53-5505 × 木曜日

141 わ 和酒酔処　進〜sin〜 高森町牛牧250-5 17︓30-23︓00（⾦⼟祝前日24︓00） 0265-48-5882 × 日曜日

142 わらび家 飯田市桐林2767 11︓00-14︓30（そばが終わり次第終了） 0265-26-6222 × 木曜日
月に1.2回不定休

143 BARワンエイティー 松川町元大島1591-1 18︓00-24︓00 0265-48-0465 × 月〜水曜日
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