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有効期限　2020年9月19日（土）～2021年3月23日（火） 蒲郡市観光協会

（２泊３日 ３名以上宿泊者のみが利用可能） 2020年9月1日現在

◇飲食店（和食）　

№ 地区 店舗・施設名 住所

1 三谷 サンヒルズ三河湾 三谷町南山1-76

2 三谷 寿司八 三谷北通1-153

3 三谷 辰巳 三谷東前75-21

4 三谷 手打ち 主水庵 三谷北通6-197

5 三谷 八丁味噌 菜めし田楽 ままや 三谷北通2丁目193-1

6 三谷 みね寿し 三谷北通6-200

7 蒲郡 一松 元町8-15

8 蒲郡 蒲郡うどん得盛 緑町414-1

9 蒲郡 蒲郡クラシックホテル 料亭 竹島 竹島町15-1

10 蒲郡 蒲郡荘 港町21-4

11 蒲郡 酒味浪漫 Sasaya 緑町21ｰ17 聖コーポラス1F

12 蒲郡 旬彩料理 小城 港町20-18

13 蒲郡 寿司よし 港町10-17

14 蒲郡 地魚・寿司 小松 元町10-7

15 蒲郡 手打うどん やをよし 竹島町7-12

16 蒲郡 魚々の里 とまりん 竹島町28-14

17 蒲郡 ホテル竹島 日本料理 常磐 竹島町1-6

18 蒲郡 和食三河湾魚貝料理 福善 港町7-10

19 蒲郡 料理 うえむら 上本町3-5

20 形原 うしお 金平町開戸34-3

21 西浦 いちふく 西浦町南明柄1-7

22 西浦 食楽飲笑 喜多 西浦町西浜田50-1

◇飲食店（洋食）

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ラグーナテンボス変なホテル シェフズ トライ テーブル 海陽町1-4-1

2 三谷 キッチン千賀 三谷町若宮95

3 蒲郡 蒲郡クラシックホテル メインダイニングルーム 竹島町15-1

4 蒲郡 ホテル竹島 レストラン リヴァージュ 竹島町1-6

◇飲食店（カフェ）

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ タルゴラグーナ　タラソカフェ 海陽町2-8

2 三谷 Ｙｕｍｍｙ 三谷町九舗47-12

3 三谷 カフェテラス メルヘン 三谷北通2丁目192

4 蒲郡 cafe morgen (カフェ モーガン) 栄町３−３０（市民会館２F）

5 蒲郡 ＣＨＡＲＩ‐ＣＡＦＥ ＰＯＴＴＥＲ 竹島町1-6（竹島パルク内）

6 蒲郡 蒲郡クラシックホテル ラウンジバー・アゼリア 竹島町15-1

◇飲食店（肉・鉄板焼き）

1 三谷 焼肉大倖 三谷町諏訪東7-1

2 蒲郡 蒲郡クラシックホテル ステーキ＆シーフード六角堂 竹島町15-1

3 西浦 銀波荘 旬彩ダイニング碧-AO- 西浦町大山25

◇飲食店（その他）

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ラグーナ フェスティバルマーケット 海陽町2-2

◇海産物・お土産等 販売店

№ 地区 店舗・施設名 住所

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ラグーナ フェスティバルマーケット 海陽町2-2

2 三谷 変わり種えびせん是蔵 ㈲石黒商店 三谷町東4-3
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3 蒲郡 アンテナショップ夢織人 港町1150

4 蒲郡 一色屋えびせん工房 清田町上大内33-1

5 蒲郡 一色屋本店 松原町4-21

6 蒲郡 趣味のおみやげ みむら 竹島町1-6（竹島パルク内）

7 蒲郡 梅月園 六花 元町13-21

8 塩津 蒲郡海鮮市場 ㈱マルコ 拾石町浅岡47-1

9 形原 味のヤマスイ 山本水産㈱ 形原町港町151（形原漁港内）

10 西浦 おとうふSHOPまるき 西浦町馬々10

◇日帰り入浴施設　

№ 地区 店舗・施設名 住所

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ラグーナの湯 海陽町2-8

2 三谷 蒲郡ホテル 三谷北通2-82

3 三谷 サンヒルズ三河湾 三谷町南山1-76

4 三谷 松風園 三谷町鳶欠14-4

5 三谷 平野屋 三谷町南山1-21

6 三谷 ホテル三河海陽閣 三谷町南山1-69

7 三谷 ホテル明山荘 三谷町鳶欠14-1

8 三谷 三谷温泉ひがきホテル 三谷町南山1-59

9 蒲郡 ホテル竹島 竹島町1-6

10 形原 鈴岡 金平町遊名田3-14

11 西浦 旬景浪漫 銀波荘 西浦町大山25

12 西浦 天空海遊の宿 末広 西浦町大山17

13 西浦 西浦グランドホテル 吉慶 西浦町塩柄3

14 西浦 ホテルたつき（龍城） 西浦町大山25

15 西浦 ホテル東海園 西浦町大山17-1

16 西浦 和のリゾート はづ 西浦町大山17

◇入館・体験施設

№ 地区 店舗・施設名 住所

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ホテルラグーナヒル タルゴ ラグーナ 海陽町2-8

2 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ラグーナテンボス ラグナシア 海陽町2-3

3 蒲郡 海辺の文学記念館 竹島町15-62

4 蒲郡 蒲郡オレンジパーク 清田町小栗見1-93

5 蒲郡 竹島ファンタジー館 竹島町28-14

6 蒲郡 陶芸工房 安加比古窯 神ﾉ郷町高松47

◇タクシー＆レンタカー

№ 地区 店舗・施設名 住所

1 蒲郡 トヨタレンタリース名古屋 蒲郡駅前店 元町15-15 セントクレール元町1F

2 塩津 豊鉄タクシー㈱ 拾石町前浜58-1

3 形原 ㈱かね一タクシー 形原町川原13-4

◇2020年度じゃんだらりん参画

№ 地区 店舗・施設名 住所

1 ﾗｸﾞｰﾅｴﾘｱ ㈲ヒラノマリンサービス 海陽町2-1（ラグナマリーナ内）

2 蒲郡 TCC竹島クラフトセンター 竹島町2（竹島園地俊成苑内）

3 蒲郡 おもてなし教室 La petite table 竹島町6-8-2
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