
＜岡崎市プレミアム付商品券テイクアウト・宅配登録店舗一覧＞

店名 住所 電話番号 ジャンル テイクアウト 宅配

赤レンガ喫茶PECO 洞町 0564-26-5663 外食業その他 〇

味の集会場　魚信 稲熊町 0564-24-0173 外食業その他 〇

味大 南明大寺3丁目 0564-54-1003 外食業その他 〇

亜津佐 欠町 0564-83-7030 和食 〇

暴れん坊チキン 康生通東2丁目 0564-28-0018 外食業その他 〇

アンフュージョン 大西町 0564-54-5936 洋食 〇

居酒屋 三絃 明大寺本町 0564-21-6918 居酒屋 〇 〇

イタリアンキッチン DICO &田中果実店 フルウツ ト トモダチ 上明大寺町 0564-73-4100 外食業その他 〇

一隆堂喫茶室 連尺通3丁目 0564-83-6099 喫茶店 〇

一喜 石神町 0564-23-4667 居酒屋 〇

和泉屋 康生通西2丁目 0564-23-3941 外食業その他 〇

魚佳 国道1号線沿い 栄町 0564-21-2621 和食 〇 〇

uchi coffee 稲熊町 0564-79-2236 外食業その他 〇

うを勝 康生通南3丁目 0564-21-2011 和食 〇

岡崎甲羅本店 中町 0564-28-8110 和食 〇

岡崎ニューグランドホテル　ラウンジルポー 康生町 0564-21-5111 喫茶店 〇

岡崎ニューグランドホテル　料亭おとがわ 康生町 0564-21-5111 和食 〇

乙川屋 伝馬通3丁目 0564-21-3883 和食 〇 〇

御料理　魚繁 六供町 0564-21-3527 和食 〇 〇

かつや 岡崎インター店 大平町 0564-87-3611 外食業その他 〇

Cafe&Restaurant  TOYBOX 洞町 0564-26-3251 洋食 〇

Cafe&restaurant bar FaNaKa 明大寺町 0564-64-1811 居酒屋 〇 〇

cafe cachette 稲熊町 0564-73-0855 喫茶店 〇

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎インター店 大平町 0564-73-8380 外食業その他 〇

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 北岡崎店 広幡町 0564-24-7071 外食業その他 〇

韓国家庭料理　青山 菅生町 0564-21-5155 外食業その他 〇

元祖三河味噌ラーメン　おかざき商店 小呂町 0564-73-1147 麺類 〇

キッチンいまもり 竜美中2丁目 0564-55-1216 洋食 〇

ケーキ空間 カントリークリスマス 明大寺町 0564-58-3665 喫茶店 〇

ケンタッキーフライドチキン 竜美ケ丘店 竜美南1丁目 0564-57-2070 ファストフード 〇

コジマトペ 大平町 0564-24-5200 喫茶店 〇

古都鮨 久右ｴ門町 0564-23-7600 寿司 〇 〇

CONNESSO okazaki 上明大寺町 0564-83-7222 洋食 〇

コメダ珈琲店 岡崎大西店 大西2丁目 0564-28-1555 喫茶店 〇

御用鮨 明大寺本町 0564-23-5454 寿司 〇 〇

サーティワン 岡崎竜美ケ丘店 竜美南1丁目 0564-55-4431 ファストフード 〇

さかな八百弥 康生通南2丁目 0564-83-7808 和食 〇

札幌かに本家 岡崎店 康生通西3丁目 0564-24-2255 外食業その他 〇

Santo Spirito 東明大寺町 0564-73-0450 洋食 〇

四季 能見町 0564-77-2237 外食業その他 〇 〇

SHI-TAN 伊賀町 0564-24-2821 洋食 〇

蛇の目鮨 明大寺本町 0564-22-4177 寿司 〇

酒肴菜飯さくら 能見町 0564-25-3133 和食 〇

城下町のイタリアン　マゴトラ 吹矢町 0564-21-1068 洋食 〇

昭和モダン珈琲　茶楽音。　伝馬通店 伝馬通2丁目 0564-73-7770 喫茶店 〇

新小嶋 能見町 0564-21-1047 外食業その他 〇 〇

新時代 北岡崎店 錦町 0564-65-7520 外食業その他 〇

新時代 東岡崎駅前店 明大寺本町 0564-83-9455 外食業その他 〇

Sweets＆Cafeブランシェ 康生通東2丁目 0564-47-7612 喫茶店 〇

 鮨の松由 梅園町 0564-24-5718 寿司 〇

ステーキ宮 岡崎店 欠町 0564-26-3750 外食業その他 〇

スバカマナ 岡崎本店 材木町 0564-28-7567 外食業その他 〇

炭火焼き鳥 ととや本店 明大寺町 0564-54-3103 居酒屋 〇

炭火焼肉しょうえん 南明大寺町 0564-55-8429 焼肉 〇

蒸籠 大西2丁目 0564-79-4015 中華 〇

世界の山ちゃん 東岡崎駅前店 明大寺本町 0564-21-3155 居酒屋 〇

※テイクアウト・宅配の対象商品、対応可能時間や予約などについては直接お問い合わせください

■岡崎市中心部エリア
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＜岡崎市プレミアム付商品券テイクアウト・宅配登録店舗一覧＞

※テイクアウト・宅配の対象商品、対応可能時間や予約などについては直接お問い合わせください

大正庵釜春本店 中岡崎町 0564-21-0517 麺類 〇

大漁丼家 岡崎中央店 伝馬通2丁目 0564-24-5550 寿司 〇 〇

宅配センター魚魚丸 岡崎店 朝日町 0564-83-5598 寿司 〇 〇

中国料理　翔園 稲熊町 0564-83-8612 中華 〇

つまりね。だから 伊賀新町 0564-64-2515 外食業その他 〇

とろ～り卵のオムライス　さん太カクキュー八丁村店 八帖町 0564-64-2001 洋食 〇

和ダイニング 洞町 0564-28-3557 外食業その他 〇

にぎりの徳兵衛 岡崎欠町店 欠町 0564-24-3965 寿司 〇

Nippon食の森　あざれあ 欠町 0564-73-1588 外食業その他 〇

ヌーベル中華陸羽 稲熊町 0564-64-5265 中華 〇

バードスペース 東岡崎北口店 明大寺町 0564-25-9411 居酒屋 〇

春亭 材木町 0564-25-6322 和食 〇

東岡崎　炉端屋どんぱち 明大寺本町 0564-64-4575 居酒屋 〇

ビストロカフェ北海道マルシェ シビコ店 康生通西2丁目 0564-47-7587 喫茶店 〇

food studio ah-shu 元欠町 0564-77-7527 喫茶店 〇

富貴良 末広町 0564-22-5007 外食業その他 〇

ベルン洋菓子店 籠田町 0564-21-9100 外食業その他 〇

洞町スペイン酒場ジュゲム 洞町 0564-24-4797 居酒屋 〇

milestone 野菜ト肉ト燻製ト 明大寺本町 0564-83-7830 居酒屋 〇

萬珍軒本店 康生通東2丁目 0564-21-1740 中華 〇

満福 元能見町 0564-24-2641 和食 〇 〇

三嶋寿司総本店 伝馬町 0564-21-1395 寿司 〇

目利きの銀次 東岡崎駅前店 明大寺本町 0564-25-4188 居酒屋 〇

MELLOWS 上明大寺町 0564-83-8700 外食業その他 〇

モスバーガー岡崎稲熊店 稲熊町 0564-25-4566 ファストフード 〇

モスバーガー岡崎大西店 大西1丁目 0564-66-1733 ファストフード 〇

焼肉うしの家 岡崎店 大西町 0564-72-8585 焼肉 〇

焼肉けんたま家 洞町 0564-66-1129 焼肉 〇 〇

焼肉　和吟 八帖北町 0564-26-1129 焼肉 〇

洋風懐石料理ROPPONGI 中町 0564-23-8969 洋食 〇 〇

琉球キッチンかりゆし 錦町 0564-25-4888 居酒屋 〇

店名 住所 電話番号 ジャンル テイクアウト 宅配

麻布茶房 イオンタウン岡崎美合店 美合町（イオンタウン美合） 0564-73-0888 喫茶店 〇

郁李 山綱町 0564-48-6655 居酒屋 〇

イルソーレ 岡町 0564-59-0185 洋食 〇

お食事処なまずや 牧平町 0564-82-2067 和食 〇 〇

オレンジカウンティ イオンタウン岡崎美合店 美合町（イオンタウン美合） 0564-64-1755 喫茶店 〇

カフェ柚子木 石原町 0564-83-2069 喫茶店 〇

きさらぎ 岡町 0564-55-3741 和食 〇

KUJIRA 美合町 0564-64-5920 洋食 〇 〇

珈琲家牧歌 美合店 美合町 0564-58-7867 喫茶店 〇

サグーン　アジアン　ダイニング 美合町 0564-73-0557 外食業その他 〇

SABOぶう 樫山町 0564-82-3797 喫茶店 〇

三国志 美合新町 0564-53-9801 中華 〇

寿司割烹　仙岳 茅原沢町 0564-47-2922 寿司 〇

二重橋 イオンタウン岡崎美合店 美合町（イオンタウン美合） 0564-64-3757 外食業その他 〇

べーぐる庵 鍛埜町 0564-85-2155 喫茶店 〇

Yughino Yugo 本宿町 0564-77-7712 洋食 〇

洋食ビストロ　TOYBOX 蓑川町 0564-55-8861 洋食 〇

楽食家ほろほろ 本宿町 0564-48-5554 居酒屋 〇 〇

店名 住所 電話番号 ジャンル テイクアウト 宅配

居酒屋よしの 中園町 0564-73-1299 外食業その他 〇

一刻魁堂　岡崎石工団地店 東牧内町 0564-34-3000 中華 〇

鰻家 日名南町 050-1582-2359 和食 〇

Cafe＆dining POLCA 橋目町 090-3567-7055 外食業その他 〇

カフェレストラン待夢里 北本郷町 0564-31-8525 洋食 〇

■岡崎市東部エリア

■岡崎市西部エリア
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＜岡崎市プレミアム付商品券テイクアウト・宅配登録店舗一覧＞

※テイクアウト・宅配の対象商品、対応可能時間や予約などについては直接お問い合わせください

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎矢作店 西大友町 0564-31-1171 外食業その他 〇

グランクレール 日名 日名南町 0564-26-3907 喫茶店 〇

寿苑 東大友町 0564-31-3253 和食 〇 〇

コメダ珈琲店 岡崎矢作店 矢作町 0564-32-2155 喫茶店 〇

五郎丸 東牧内町 0564-32-2856 和食 〇

サーティワン アピタ岡崎北店 日名北町 0564-65-7831 ファストフード 〇

ザトラ 矢作町 0564-32-2055 外食業その他 〇

ザめしや 岡崎葵店 葵町 0564-26-7561 和食 〇

寿司　和食　すぎの木 新堀町 0564-34-3536 寿司 〇

第二　三嶋寿司　昭和店 昭和町 0564-32-2518 寿司 〇

中華・焼肉　水月 矢作町 0564-31-4738 中華 〇

中華料理同源 本店 昭和町 0564-32-3086 中華 〇

ベニス洋菓子店 大和町 0564-31-2324 喫茶店 〇

ほっかほっか亭 岡崎西大友店 西大友町 0564-33-3651 外食業その他 〇

ミールカフェ 下佐々木町 0564-83-5882 喫茶店 〇

三国寿司 矢作町 0564-31-3955 寿司 〇

モスバーガー西岡崎店 昭和町 0564-34-3977 ファストフード 〇

和風料理やはぎ川 矢作町 0564-32-0580 和食 〇

店名 住所 電話番号 ジャンル テイクアウト 宅配

アオキーズ・ピザ 岡崎店 羽根東町 0564-58-2266 外食業その他 〇 〇

厚切りステーキBBQガーデン　岡フォルニア 牧御堂町 0564-58-9199 焼肉 〇

泡盛･琉球料理　いちゃりばちょーでー 柱町 0564-58-0017 外食業その他 〇

いきなりステーキ 岡崎上和田店 上和田町 0564-73-5529 洋食 〇

居酒屋やったぁ家 柱1丁目 0564-83-7733 居酒屋 〇

居食家たぬき 羽根町 0564-84-5517 居酒屋 〇

魚民 岡崎東口駅前店 羽根町 0564-53-3188 居酒屋 〇

うなぎの三河屋 若松東1丁目 0564-71-5963 和食 〇

欧風家庭料理プチオニオン 上和田町 0564-55-8288 洋食 〇

大戸屋 岡崎南店 法性寺町 0564-72-5255 外食業その他 〇

岡崎法性寺食堂 法性寺町 0564-53-6111 外食業その他 〇

お好み焼本舗 岡崎羽根店 羽根北町 0564-57-0147 焼肉 〇

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎中島店 中島町 0564-43-6586 寿司 〇

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎若松店 若松町 0564-73-8852 寿司 〇

お持ち帰り寿司 マルマサ 正名町 0564-43-4039 寿司 〇

オレンジカウンティ 上地3丁目 0564-53-8271 外食業その他 〇

回転寿司 大漁亭 岡崎南店 牧御堂町 0564-71-7670 寿司 〇

カフェ　ド　アニバーサリー 赤渋町 0564-72-3055 喫茶店 〇

CAFE Suginoki 牧御堂町 0564-83-8815 喫茶店 〇

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎上地店 上地3丁目 0564-53-7390 外食業その他 〇

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 岡崎牧御堂店 牧御堂町 0564-51-5175 外食業その他 〇

韓国料理韓サラン 上和田町 0564-72-6055 焼肉 〇 〇

喜久鮨 羽根町 0564-51-3762 寿司 〇 〇

喜楽家　和 羽根西1丁目 0564-74-1061 居酒屋 〇

グランクレール 六ツ美 赤渋町 0564-54-0141 喫茶店 〇

コーリンベール 緑丘2丁目 0564-64-0203 外食業その他 〇

コメダ珈琲店 岡崎上和田店 天白町 0564-71-5560 喫茶店 〇

コメダ珈琲店 岡崎若松店 若松町 0564-58-7688 喫茶店 〇

ZARAME CLASSIC 中田町 0564-52-8222 外食業その他 〇

三九餃子 法性寺町 0564-64-4839 中華 〇

さんびょうしソウルカルビ葵湯はなれ 戸崎新町 0564-77-8126 焼肉 〇

シェ ツジムラ 上地5丁目 0564-58-3414 喫茶店 〇

昭和モダン珈琲　茶楽音。 向山町 0564-71-0001 喫茶店 〇

新時代 岡崎羽根店 羽根町 0564-53-2377 外食業その他 〇

スバカマナ 岡崎南店 上和田町 0564-57-1919 外食業その他 〇

炭火焼肉 牛角 岡崎羽根店 羽根北町 0564-59-5529 焼肉 〇

膳カフェ 牧御堂町 0564-64-0339 喫茶店 〇

ソウルカルビ本店 六名東町 0564-54-2941 焼肉 〇

■岡崎市南部エリア
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＜岡崎市プレミアム付商品券テイクアウト・宅配登録店舗一覧＞

※テイクアウト・宅配の対象商品、対応可能時間や予約などについては直接お問い合わせください

大正庵釜春南店 若松東一丁目 0564-53-5623 麺類 〇

蛸家くるり フィールNews店 不吹町 0564-58-0006 外食業その他 〇

得得うどん　緑丘店 緑丘3丁目 0564-52-6620 麺類 〇

魚魚丸 岡崎中央店　※店舗名の表記変更 上六名町 0564-54-6500 寿司 〇

TOMOE 若松町 0564-73-3215 居酒屋 〇

とろ～り卵のオムライス　さん太　羽根店 羽根町 0564-57-9966 洋食 〇

トンガリアーノJR岡崎駅前店 羽根町 0564-55-6500 居酒屋 〇

浜木綿 岡崎南店 法性寺町 0564-57-9558 中華 〇

ビクトワール 上地3丁目 0564-55-6633 外食業その他 〇

ふーふー 下三ツ木町 0564-43-3184 ファストフード 〇

発知商店　角打ちリカーホッチ 柱曙1丁目 0564-55-1255 居酒屋 〇 〇

穂波大喰堂 コムタウン岡崎店 上六名町 0564-71-4782 外食業その他 〇

牧御堂ごはん処　幸㐂 牧御堂町 0564-73-5335 和食 〇

丸源ラーメン 岡崎羽根店 羽根東町 0564-57-2170 麺類 〇

萬珍軒南店 牧御堂町 0564-52-0116 中華 〇

味鶏屋 上和田町 0564-71-2733 居酒屋 〇

むつみ 中島町新町 0564-43-3322 喫茶店 〇 〇

むつ味 法性寺町 0564-54-1700 和食 〇

麺菜館　楽屋 六名南1丁目 0564-71-4559 外食業その他 〇

洋食もりい 柱3丁目 0564-79-3887 洋食 〇

Life is sharing. 向山町 0564-20-8724 喫茶店 〇

和ごころ　ろじもん 上和田町 0564-54-7181 和食 〇 〇

和食麺処サガミ 岡崎羽根店 羽根町 0564-53-4685 和食 〇

和食麺処サガミ ルビットパーク岡崎店 岡崎駅南 0564-64-7700 和食 〇

店名 住所 電話番号 ジャンル テイクアウト 宅配

あおい珈琲 岡崎本店 百々西町 0564-64-0172 喫茶店 〇

味波 岩津店 東蔵前1丁目 0564-45-5611 和食 〇 〇

味波 農遊館 東阿知和町 0564-45-5611 和食 〇

うおのぶ食堂 井田南町 0564-26-4119 外食業その他 〇

うな秀 井田町 0564-25-0665 和食 〇

おぎ乃 井田新町 0564-23-7655 和食 〇

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎井田店 井田新町 0564-26-1112 寿司 〇

お持ち帰り寿司 カネキチ 岡崎百々西店 百々西町 0564-24-7122 寿司 〇

回転寿司 大漁亭 岡崎北店 井田新町 0564-65-5252 寿司 〇

かつさと 岡崎店 大樹寺3丁目 0564-73-4886 和食 〇

かつや 岡崎北店 井ﾉ口町 0564-65-7155 外食業その他 〇

香の兎うどん 井田町 080-3626-2033 麺類 〇

かわりや　竹竹 鴨田南町 0564-73-2227 外食業その他 〇

ケンタッキーフライドチキン 岡崎北店 井ﾉ口新町 0564-27-2105 ファストフード 〇

珈琲通　豆蔵 細川町 0564-45-1088 喫茶店 〇

五味八珍 百々店 百々町 0564-25-4656 中華 〇

コメダ珈琲店 岡崎大樹寺店 大樹寺2丁目 0564-25-2660 喫茶店 〇

コメダ珈琲店 岡崎橋目店 小針町 0564-32-4772 喫茶店 〇

サーティワン 北岡崎店 井田西町 0564-24-2831 ファストフード 〇

重の家 井田新町 0564-22-8686 和食 〇

しゃぶしゃぶステーキ桂 井田南町 0564-23-8861 外食業その他 〇

食処　多咲き 北野町 0564-32-8152 居酒屋 〇

ジンギスカンバル北海道マルシェ岡崎北店 井田南町 0564-64-7541 外食業その他 〇

すし道楽　海斗 井田新町 0564-28-7739 寿司 〇

台湾料理 友楽軒 岩津町 0564-20-8562 中華 〇

団欒食堂　あいそ家大樹寺店 大樹寺1丁目 0564-24-5954 和食 〇

中国四川料理海鮮料理　城北飯店 材木町 0564-21-6545 中華 〇

司寿司 北野町 0564-32-1294 寿司 〇

天和 井ﾉ口新町 0564-24-4146 和食 〇

名代とんかつ一休 真伝町 0564-21-5786 和食 〇

Hug-cafe 井ﾉ口新町 0564-22-4919 喫茶店 〇

パタプフ 鴨田南町 0564-25-7553 喫茶店 〇

■岡崎市北部エリア
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＜岡崎市プレミアム付商品券テイクアウト・宅配登録店舗一覧＞

※テイクアウト・宅配の対象商品、対応可能時間や予約などについては直接お問い合わせください

浜木綿 岡崎北店 井ﾉ口新町 0564-26-7150 中華 〇

びっくりドンキー 岡崎店 上里1丁目 0564-22-6523 外食業その他 〇

VIVA cafe'sta 上里2丁目 0564-26-7667 外食業その他 〇

美味鮮 薮田2丁目 0564-24-3229 中華 〇

ぼてこ 岡崎北店 西蔵前町 0564-74-8839 外食業その他 〇

丸源ラーメン 岡崎鴨田店 鴨田南町 0564-27-0750 麺類 〇

やよい軒 岡崎岩津店 岩津町 0564-66-8005 外食業その他 〇

ラーメンふじ美 河原町 0564-28-6022 中華 〇

和食　こやす 井ﾉ口町 0564-73-1078 和食 〇

和食さと 岡崎店 上里2丁目 0564-21-8033 和食 〇 〇

※2021年1月29日（金）現在
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