
ひがしまつやまプレミアムグルメ券取扱店舗⼀覧 P1
令和4年9⽉26⽇現在

ジャンル 店名 店舗住所 おすすめメニュー 営業時間 定休⽇ 店舗電話番号
テイク
アウト

とんかつ雅 岡215-1 とんかつ・ミックスフライ 11:00~14:30 17:00~21:00 ⽉ 0493-39-4117 可
和⾷ 藤川 美原町3-18-8 うなぎ御膳･藤川⼭賊丼 11:30~14:00 17:00~22:00 不定休（通常⽉曜） 0493-24-6200 可
球磨っこ 松本町1-9-25 海鮮･定⾷･いろり焼 11:00~22:00 不定休 0493-23-9913 否
料亭 坂本屋 材⽊町6-16 うな重･お弁当･天重 11:00~14:00 17:00~19:00 ⽕ 0493-22-0028 可
有限会社 あずま家 材⽊町13-4 天ぷら･うどん･刺⾝ 17:00~21:00 ⽇･祝⽇ 0493-22-0461 否

かつ敏東松⼭店 御茶⼭町1-6
三元豚ロースかつ定⾷・三元豚ヒレかつ定⾷
・三⾊ミルフィーユかつ定⾷

11:00~21:00 無休 0493-21-5115 可

助六 箭⼸町1-2-10 お刺⾝盛合せ･⽩⿂からあげ･銀ダラ⻄京焼 11:30~14:00 17:00~22:00 ⽇ 0493-23-4147 否
⿂処 ばなゝや 箭⼸町3-4-12 刺⾝･天ぷら･焼⿂ 11:00~13:30 17:00~22:00 ⽇ 0493-24-6995 可
季節料理 ⾵ 箭⼸町2-10-18 ⽶茄⼦⽥楽･⿃つくね･豚みそ漬･野菜天ぷら 17:30~23:00 ⽇･祝 0493-24-8080 否
⽇の出家 岩殿242 そば･うどん･季節料理 11:00~19:00 ⽉ 0493-34-4464 可
徳樹庵 東松⼭店 ⽯橋1670-1 寿司・そば・天ぷら 11:00~22:00 無休 0493-26-1010 可

⽵寿司 松⼭2404-2 テッカ丼・特上・三⾊丼
⽉~⽔11︓00〜13︓00
⾦〜⽇11︓00〜13︓00
   17︓00〜19︓30

⽊ 0493-22-0846 可

がってん寿司東松⼭店 本町2-6-18 中とろ･サーモン･いくら軍艦
⽉~⽊･⽇･祝11:30~21:00
⾦･⼟･祝前⽇11:30~21:30

無休 0493-22-9600 可

いさみ寿し 材⽊町13-11 にぎり寿し･ちらし寿し･巻寿し 11:00〜15:00  17:00〜21:00 ⽕ 0493-22-0266 可
川⽥寿司 松葉町3-4-16 寿司ランチ（PM2︓00まで）･⽣ガキ･焼サザエつぼ焼 11:00~21:00/22:00頃 ⽉ 0493-23-6970 可
⾦太郎寿し 松⼭町店 松⼭町1-8-5 鉄⽕丼･トロタク巻 9:00~19:30 無休 0493-21-4686 可
⾦太郎寿し 本店 六軒町17-7 ネギトロイクラ丼･ランチ丼･ランチにぎり 9:00~19:00 無休 0493-27-2123 可
⼋雲寿し 美⼟⾥町3-31 にぎり寿し･厚焼⽟⼦･⼋雲膳 17:00~22:00 ⽔･⽊ 0493-23-4649 可
茂寿司 箭⼸町1-6-15 ちらし･ネギトロ丼･鉄⽕丼 12:00~14:00 17:00~22:00 ⽔ 0493-24-8222 可
鮨義 ⻄本宿1769-2 刺⾝･⽣物･寿司 11:00~22:00 ⽔ 0493-35-1808 否
寿司あたご ⽯橋2057-6 上寿司･さしみ 11:30~22:00 ⽊ 0493-24-0009 可
そうま東松⼭店 上野本575-1 おまかせランチ･直送⿂のづけ丼･海鮮天ぷら 11:00~21:30 12/31~1/1 0493-25-3058 可
そば処 砂場 東平2427-13 天ざる･鴨せいろ･天重 11:00~ ⾦ 0493-39-301 否
松⽉庵 本町2-1-8 うどん･そば･丼物･天ぷら 12:00~14:00  17:00~19:00 ⽉ 0493-24-4559 可
来来亭 東松⼭店 松葉町4丁⽬3-14 ラーメン・チャーハン・餃⼦ 11:00~24:00 無休 0493-22-8678 可
⼿打ちうどん ⼩⾼ 正代887 うどん･天ぷら･⾁汁 11:00~14:00 ⽕・不定休 0493-34-5723 可

味噌屋蔵之介 東松⼭店 上野本1154-1
旨とろ⾓煮味噌らーめん、野菜たっぷり味噌タンメン、
でっからあげ

平⽇11:00~15:30
17:00~24:00
休⽇11:00~24:30

0493-81-3742 可

キッチンカフェ クランボン 松⼭2428-5 グラタン･ドリア･パスタ 11:30~20:30 ⽔ 0493-27-1892 否

VIA DEL SALE（ヴィアデルサーレ） 美原町2-9-26
ポルテーニのパスタ･⽜⾁のビステッカ
･季節の⾷材を使った料理

11:30~14:30 17:30~21:00 ⽕･第2第4⽉曜 0493-81-3113 可

カフェレストラン＆ギャラリー
プランタン

松本町2-10-34 焼カレー・ハンバーグ・パスタ 11:00~22:00 ⽔ 0493-24-6671 可

キッチュ⾷堂 材⽊町17-15
モチダヨネサク(オリジナル料理）各種
･ポークジンジャー･⾚いサラダ

11:30~15:00（LO14:00)
17:30~21:30(LO20:30)

⽔ 0493-53-6722 可

和⾷

寿司

麺類



ひがしまつやまプレミアムグルメ券取扱店舗⼀覧 P2
令和4年9⽉26⽇現在

ジャンル 店名 店舗住所 おすすめメニュー 営業時間 定休⽇ 店舗電話番号
テイク
アウト

ガーデンホテル紫雲閣東松⼭
ザ･デザート

箭⼸町2-5-14
ホテル特製ビーフシチュー･味わい葡萄⽜のステーキ
･鶏もも⾁麹漬け南蛮⾵

11:30~14:00 ⽕･⽔ 0493-23-5151 否

PIZZERIA PERTUTTI 箭⼸町1-5-2 マルゲリータ･⽣ハム･カルパッチョ 11:00~15:00 17:00~22:30 ⽉ 0493-53-4313 可
創作料理 希 箭⼸町1-20-5 コース料理・ステーキ・スパゲティ 17:00~24:00 ⽇・⽉ 0493-24-6585 可
Pizzeria Ceppo 下野本1375-5 ピザ･パスタ･ピザ窯焼き⾁料理 11:00~15:00 17:30~21:30 第1･3･5⽉曜 0493-88-9227 可
イタリア料理 ベルドゥーラ 宮⿐38-3 パスタ･ピッツァ･グリル 11:00~21:00 0493-34-6630 可
ベルドゥーラ・ビス ⾼坂962-2-2 パスタ 11:00~22:00 0493-59-8264 可
カーサ ボンジーノ ⾼坂837-5 おまかせボンジーノコース･イタリアワイン 11:30~22:00 ⽉･第2⽕曜 0493-77-0102 否
フライングガーデン 東松⼭IC店 上野本150-1 爆弾ハンバーグ 11︓00〜22︓00(LO21:30) 無休 0493-21-7333 可

中国料理 天真 殿⼭町32-8 ⿇婆⾖腐・回鍋⾁・チャーハン
お昼11:00~14:00
夜 コース料理（予約）17:00~

⽕ 0493-22-7282 可

永楽 沢⼝町29-18 餃⼦・ラーメン・チャーハン定⾷ 11:30~14:00 17:00~22:00 ⽔・第3⽕曜⽇ 0493-22-5881 可
紅豚 箭⼸町3-11-12 棒ギョーザ･担々麺･⽯焼チャーハン 11:30~14:00 17:00~23:00 ⽇ 0493-25-6500 可
鉄⼈ 箭⼸町1-6-17 焼き⿃･町中華･マーボーラーメン 11:00~25:00 無休 0493-53-4484 可
ラーメン⻄華 ⻄本宿571-1 チャーハン・ラーメン・ぎょうざ 11:30~14:30 18:00~22:00 ⽔・不定期2連休有 0493-35-2700 可
ホルモンMaro 箭⼸町1-4-15 上タン･⽜ハラミ･⽣ビール 17:00~24:00 ⽊ 0493-24-1517 可
鶏焼⾁ザ・トリフターズ
ピオニウォーク東松⼭店

あずま町4丁⽬3
ピオニウォーク1F

若鶏モモ･鶏レバー･鶏ムネ 11:00〜22:00 不定休 0493-53-4455 否

いきな⿊塀 東松⼭店 ⽯橋1665-4 焼⾁・ビビンバ・クッパ
11:30~22:00
 (平⽇は15:00~17:00休)

無休 0493-24-1129 可

発酵⾷堂 ろじうら ⽇吉町6-12
⽇替わり発酵御膳･あいもり弁当･⽢酒チーズケーキ
･Rawレモンチーズケーキ

11:00~17:00 ⽔･⽊ 080-4181-3931 可

キッチンHonda
松葉町1-22-7
⼩久保ビル1F

ブリンチキ+ボルシチセット･ロールキャベツ
･野菜の⾁巻き定⾷

11:30~18:00 ⽇･第2第4⼟曜 0493-81-5503 可

第⼆稲廼家 松葉町1-10-15 そば･うどん･かつ丼･カレーライス･天丼･ラーメン 11:00~19:00 ⽉ 0493-22-0458 可
くりはら⾷堂 松葉町3-15-28 からあげ定･しょうが焼定･オムライス 11:30~14:30 18:00~22:00 ⽊ 0493-23-0280 可

レストラン アンジェリカ
箭⼸町1-1-20
シティホテル東松⼭内

カレー･パスタ･定⾷ 11:00~22:00 ⼟･⽇･祝 0493-25-1300 可

コミュニティカフェ まちカフェ 箭⼸町3-4-7 ⾃然酵⺟パン･タイランチ･そばランチ 10:00~16:00 0493-59-8548 可
カレーハウスCoCo壱番屋
東松⼭駅前店

箭⼸町1-12-9 カレー･サラダ･アルコール各種 11:00~22:30 無休 0493-24-7386 可

キッチンきねんび 五領町1-30 とんかつ･カレー･うどん 11:30~14:00 16:30~20:30 ⽕ 0493-24-6283 可
恵⽐須屋⾷堂 ⽯橋1570-2 かつカレー･ソースかつ丼 11:00~23:00 不定休 0493-24-4060 可
とんかつぼたん 上押垂65-1 厚切ロースかつ定⾷･ジャンボエビフライ⼀本･ワンポンドとんかつ 11:30~14:30 17:30~21:00 ⽊ 0493-25-3020 可
(株)もつ煮のまつい 下⻘⿃162 もつ煮定⾷･おみやげもつ煮 11:00~15:00 ⽕･第3⽉曜 0493-24-3327 可
居酒屋 忍 材⽊町21-11 みょうが⽟⼦とじ･メンチカレー･エリンギのガーリックバター 16:00~22:00 ⽉ 050-3551-0811 否
桂⾺分店 やきとり ⼦⻁ 箭⼸町1-16-7 焼き⿃、カレーもやし･⻘菜炒め 17:00~21:00 ⽇･祝 0493-22-0088 否
光州 (有)栄佑商事 箭⼸町3-2-1 チヂミ･ピピンパ 16:30~23:00 ⽉ 0493-24-8126 可

ひびき庵別館東松⼭駅前３号店 箭⼸町1-12-11 1F やきとり
⽉〜⾦15:00~23:00
⼟11:45~23:00
⽇11:45~22:00

不定休 0493-24-7665 可

焼⾁･ﾎﾙﾓﾝ

⾷堂･ﾚｽﾄﾗﾝ

中華

洋⾷･
⻄洋料理



ひがしまつやまプレミアムグルメ券取扱店舗⼀覧 P3
令和4年9⽉26⽇現在

ジャンル 店名 店舗住所 おすすめメニュー 営業時間 定休⽇ 店舗電話番号
テイク
アウト

居酒屋 味と 箭⼸町3-3-1 焼き⿃･⽣ビール･地酒 16:00~22:00 ⽕ 0493-25-2838 可
三⾦ 箭⼸町1-6-19 焼き⿃･キャベツサラダ･ジャンボ⽟⼦焼 11:00~25:00 無休 0493-24-4129 可
おぎバル 箭⼸町1-5-5 ピザ・ガーリックシュリンプ・パスタ・ステーキ 17︓00〜24︓00 ⽇  050-5486-0857 可
いっちょう 東松⼭店 柏崎410 うどん･丼･寿司･刺⾝ 11:00~23:00 無休 0493-21-1278 否
ペア 光寿司 古凍559-4 ピザ･だし巻⽟⼦･串焼 18:00~24:00 ⽔ 0493-22-2702 否
ひびき庵⾼坂駅⻄⼝店 元宿1-11-4 1F やきとり 15:00~22:00 不定休 0493-81-3050 可
やきとり居酒屋 串串亭 ⽯橋1685-7 やきとり･モツ煮･刺⾝ 15:30~23:00 ⽉･第3⽇曜 0493-23-9939 可
焼⿃のぶよし みなみ野3-7-9 やきとり 17:00~22:00 ⽇ 0493-56-3686 否
East Café 東平1052-7 ⼿作り焼き菓⼦･スペシャリティー珈琲 11:00~18:00(Lo17:00) ⽉･⽕･⽔･⽊･⾦ 090-9816-2170 可
丘の上のカフェHeuvel ⼤⾕4212-1 削りいちご･パフェ･カレー 9:00~17:00 毎週⽉曜⽇・⽉曜が祝⽇0493-39-0150 可
ガーデンカフェ プラナス ⼤⾕1549-3 ⽇替りランチセット 11:00~17:00 ⾦ 0493-81-5607 否
カレー喫茶 ラッキーキャット 御茶⼭町5-16 バターチキンカレー･⾃家焙煎コーヒー･バナナジュース 11:30~17:00 ⼟ 0493-77-4430 可
ギャラリー＆カフェ 亜露⿇ 六反町2-13 ブレンド珈琲･ナポリタン･レアチーズケーキ 11:00~18:00 ⽕  0493-25-0080 否
１３⾷堂 下野本872-2 ⾃家焙煎珈琲･⾃家製ドリンク･平⽇ランチ 8:30~17:00 ⽉ 0493-33-1029 可
カフェ プールトア あずま町4-1-21 パンケーキ･パスタ･サイフォンコーヒー 10:00~19:00 ⽔ 0493-81-3975 否
カフェU ⽥⽊656-1 焼⿃･飲物･コーヒー他 15:00~22:00 090-8729-9864 可

菓⼦⼯房 オレンジペコー ⽥⽊740-6
アフタヌーンティーセット･トーストランチセット
･ケーキ＆紅茶

10:30~17:00 ⽕+不定休 0493-53-4323 可

庭とカフェ あんず ⽥⽊639-8 カレーライス･⼿作りシフォンケーキ･クリームソーダ 11:00~16:00 ⽇・⽉・⽕・⽔・⽊ 050-3188-6393 可
清晨庵 本町1-1-9 季節の⽣菓⼦･わらび餅 9:00~18:00 不定休 0493-22-2110 可
⽊村屋パン店 材⽊町9-9 ⾷パン･コッペパン 10:00~19:00 ⽇･祝⽇ 0493-22-0522 可

富久屋 春秋庵本店・花ス五六 松葉町1-11-15 モンブラン栗わらび餅･葛あんみつ･花ス五六おこわ御膳
本店9:30~19:00
花ス五六 平⽇11:30~17:00
⼟⽇祝11:30~17:30

不定休 0493-25-0298 可

Rice on Rice 松葉町2-17-43 パウンド･ケーキ･クッキー 9:00~16:00 ⼟･⽇ 0493-59-9997 可
パンビレッジZOOM 下野本1552-1 サンドイッチ･調理パン･ブレッド 6:30~19:00 ⽉ 0493-59-9424 可
パティスリー プロヴァンス ⾼坂1060-2 ショートケーキ･モンブラン･チョコレートケーキ 10:00~18:30 ⽔ 0493-81-3130 可
(有)パティスリー･モン･プレジール ⻄本宿589-1 幸せコルネ･焼菓⼦ギフト･冷凍スイーツ 10:00~19:00 ⽔ 0493-35-3686 可
もちっ⽶ 市ノ川中耕池667-8 かき餅･キンパ･おこわ 9:00~17:00 ⽕ 0493-59-9624 可
⽯⽥せんべい⼯房 松本町1-9-8 天⽇⼲し⼿焼きせんべい 10:00~16:00 ⽕･⽔ 0493-23-5750 可
(有)四ツ橋せんべい 松葉町3-12-52 やきとり煎餅 9:00~19:00 ⽇ 0493-22-0967 可
三⾦ シルピア店 松葉町4-3-18 焼き⿃ 14:00~20:30 無休 0493-24-4129 可
やきとり おおき 箭⼸町2-4-4 やきとり 16:00~20:00 ⽔ 0493-22-1638 可
室⽥精⾁店 東平418 豚カシラの焼とん･とり⾁焼とり 10:00~19:30 ⽉･⽕ 0493-22-1720 可
まごころ弁当 新東松⼭店 ⼩松原町17-23 ⾼齢者向け弁当の宅配 9:00~18:00 ⽇ 0493-59-9230 否

ベーカリーカフェ あーとの国 和泉町3-15
いなり寿司やきゅうのおいなりさん⼤吉(5コ⼊)福笑(2コ⼊)
･パン･クッキー

9:00~15:00 ⼟･⽇･祝 0493-24-8000 可

国分牧場 古凍625 国分⽜ハンバーグ･焼⾁⽤⾁ 9:30~17:00 ⽕･⽔･⽊ 080-1526-6749 否

その他

みやげもの

ｽｳｨｰﾂ･ﾊﾟﾝ

居酒屋

ｶﾌｪ･喫茶店


