
【東海市】

黒毛和牛の最上位ブランド、川岸牧場「神戸牛」を
一頭買い。上質なお肉を驚きの価格で！

焼肉 水谷
ランチ注文の方　
1ドリンクサービス（ソフトドリンクのみ）

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

テイクアウトOK

一人でも気軽に入れるカジュアルなイタリアンバル。
本格的なナポリピザやパスタは必食！

Cafe＆Bar NANA-Marl
ランチ　5%OFF  ※現金支払のみ

テイクアウトOK

お箸で食べられる、気取らないカジュアルフレンチが魅力。
店内飲食、テイクアウトは要予約。

ミル・クール
忘年会・新年会(フリードリンク付) 
フリードリンク90分→120分に延長
(利用条件あり)  

テイクアウトOK

和・洋・中、それぞれの分野で修行を積んだシェフが
腕をふるう創作料理が自慢のお店です。

創作居酒屋和華蘭
お食事の方  支払い代金より
10%OFF  (上限5,000円まで)

日本人が作る日本人のためのタイ料理！
お野菜たっぷりなのにリーズナブルでメニュー
の種類も豊富です。

タイの食堂バーツ
【夜限定】お食事された方
　　　　シャーベットサービス

地元農家さんの野菜やお米、お花を販売しています。
また、自家製のお弁当、お惣菜も人気です。

おふくろ庵
お買い物5%OFF

テイクアウトOK

グルメ

【利用条件】
※お一人様4,400円～8名様以上でのご利用
※ご予約は20日以上前で必ず
「ペコロスクーポン利用」とお伝えください

※上限5,000円まで
※paypayで会計時は利用不可

住所　東海市中央町5-21　はいさいビル1F
☎　052-604-3699
営業時間　11-15(LO.14)17-20(LO.19)
休/　火曜日
駐車場/　有

住所　東海市太田町蟹田3-8
☎　0562-38-5529
営業時間　11-14（LO.13） 17半-23（LO.22）
休/　水曜日　第二火曜日（ランチは日曜休）
駐車場/　30台

住所　東海市太田町後田80-1　T's BLD 2F
☎　0562-33-5858
営業時間　平日11-16 17-24 日曜祝日11-16 17-22半
休/　月曜日
駐車場/　9台

住所　東海市大田町前田75
☎　0562-32-7151
営業時間　11半-14(LO13半) 18-21(LO20)
休/　火曜日
駐車場/　あり　（他店舗共用8台）

住所　東海市富木島町南広1
☎　052-604-0296
営業時間　9-17半
休/　第一火曜日
駐車場/　25台

住所　東海市大田町後田103-1
☎　0562-31-0003
営業時間　17-24(LO.23半)
休/　月曜日
駐車場/　契約駐車場あり



【東海市】

地元農家さんのお米や野菜をたっぷり使用したランチ
がおすすめ。メニューも豊富にご用意しております。

万葉食堂
鯛の釡飯御膳￥1650(税込)を
￥1320(税込)に1日先着5名様限定！

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

店主が仕入れた生の珈琲豆をお店で焼いています！
コーヒーが好きな方は、是非一度ご来店ください！

自家焙煎珈琲ごりら
珈琲豆　ご購入　10％増量

テイクアウトOK

16種類の味が並びます。地元産のフルーツ＆野菜を
使ったオリジナルフレーバーも多数。

ラズベリーパイジェラート工房
【土日限定】ジェラート屋さんの
フライドポテト50円引き

テイクアウトOK

色とりどりのケーキはもちろん、種類豊富な焼き
菓子も魅力！季節を感じるカフェスペース完備

ラ・パレット・オム・テツ
500円以上お買い上げで
焼き菓子プレゼント

テイクアウトOK

グルメ

https://www.instagram.com/
raspberry.pie.gelato/

住所　東海市高横須賀町6-24
☎　0562-85-3324
営業時間　10～20（夏季10～18）
休/　月曜日 / 火曜日（不定期）
駐車場/　あり

住所　東海市富木島町南広1
☎　052-604-0296
営業時間　11-14（LO.13半）
休/　毎週水曜日 / 毎月第一火曜日
駐車場/　25台

住所　東海市大田町寺下93-1 ニッチェル大橋101
☎　080-4341-0118
営業時間　7-19
休/　不定休（水曜日が多いです)
駐車場/　店舗前　共有10台

住所　東海市大田町畑間町畑間141-3 1F
☎　0562-74-4488
営業時間　13～17
休/　月曜日・木曜日
駐車場/　あり　

https://gorillacoffee-1101.com/

ランチは品数多く特に女性好みで、夜は
ファミリー層に適した広いスペースがございます。
季節にあった新鮮なお魚や四季をお楽しみください。

和食・寿司藤宮
【数量限定】2,000円以上のお食事された
方に店長のおすすめ一品プレゼント！

住所　知多郡阿久比町大字草木字東郷12-1
☎　0569-48-2175
営業時間　11-14半（LO.14） 17-21半（LO.21）
休/　水曜日（火曜は夜のみ予約で営業）
駐車場/　12台
https://wasyoku-huzinomiya.owst.jp/

【阿久比町】



【知多市】

本格中華はもちろん、創作メニューも好評！
特に卵料理や一番人気の餃子はオススメです。

中華ダイニング秀丸（ひでまる）
ご来店しお食事された方 
ミニデザートサービス！

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

安心・安全そして手作りにこだわった季節の料理が
楽しめると評判！色々なプラン有！

和中旬菜　威風堂々
威風ランチ1280円を
電話で予約の方100円OFF

韓国の食卓の料理を紹介しています。今日は、何を食べ
させられるのか、スリルと感動を味わってみてください。
ランチは、750円～1500円

トントンデー
お食事された方に、
１ソフトドリンクサービス

テイクアウトOK

大きなおむすび(玉子焼き、お新香付)をお手頃価格
でお召し上がり頂けます！モーニング・ランチあり！

おむすび屋　天
お食事もしくはテイクアウトされた方
 クッキープレゼント

テイクアウトOK

中央卸売市場から直送で仕入れております。
安心でお値打ちな食事を提供

滋味活彩　花ひで
食事された方に 粗品プレゼント！
数量限定 　※日によって変わります

知多市で20年以上愛される居酒屋。
手作りにこだわるメニューの数々。
座敷もあり子連れでも◎。旬のおすすめも魅力的。

もくもくや
お食事をされた方に
ミニデザートプレゼント！

グルメ

住所　知多市にしの台1-1114
☎　0562-51-4012
営業時間　朝6時～(なくなり次第終了)
休/　不定
駐車場/　6台

住所　知多市新知東町1-1-15 いわ美ビル 1F
☎　0562-54-3570
営業時間　11半～14（LO13:20）17半～23（LO22）
休/　不定休

住所　知多市にしの台4-17-10
☎　0562-55-9855
営業時間　17-24（LO.23半）
休/　火曜日
駐車場/　共同10台以上

住所　知多市にしの台1-2602
☎　0562-85-6758
営業時間　11半-14　17半-21半（L.O21）
休/　水曜日　第二火曜日
駐車場/　あり

住所　知多市にしの台1-1112-1
☎　0562-56-1755
営業時間　平日/日曜　11半-22　金/土　11半-23半
休/　月曜日（祝日の場合は翌日火曜日）
駐車場/　12台

住所　知多市にしの台1-1114
☎　0562-77-4435
営業時間　11半-14　17-22半
休/　水曜日・木曜日（当分の間）
駐車場/　5台

平日14～19時まで、土日14～17時まで
ハッピーアワー

（数量限定   無くなり次第終了）

https://tabelog.com/aichi/A2304/A230402/23045022/

http://hidemaru.kikirara.jp/

時間＆定休日
変更しました



【知多市】

二階は全席ソファで居心地◎。拘りのステーキや
ハンバーグが美味。メニューも豊富でリピーター多数！

肉バル酒場Prank or Treat
ランチをされた方にデザートサービス

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

ランチはドリンク付き1,100円（込）、
夜もおばんざいをつまみながらお酒も飲めます。
今はお弁当、オードブルも事前予約で受付中。

おばんざいの店 La Vi
ランチをされた方10%OFF
（ランチは平日のみ）

寿司、うなぎ、ステーキと、専門店の味が一度に楽しめます。
座椅子・堀りごたつの個室席有。

じろきん本店
5％割引  (現金支払いの方対象)

テイクアウトOK

知多市で接客・宴会・仏事・祝い席・女子会が出来る
定番の和食料理屋

和食　梅心
お食事の方5％OFF
※宴会・法要除く。本人のみ利用可

カクテル、ビールなど100種類以上のお酒、
お酒が飲めない方も大歓迎！お食事のみでもO.K!
おひとり様やグループ、お気軽にご来店ください。

ダイニングバー  ティアマリア
飲食代から5%off

グルメ

住所　知多市にしの台2-2706
☎　0562-55-7575
営業時間　11半-14 17半-21 (LO.20)
休/　火曜日の夜、水曜日
駐車場/　20台

住所　知多市清水ヶ丘1丁目1202 芳正ビル 2F
☎　0562-33-4070
営業時間　18-翌1（LO.0） 金、土、祝日前18-翌1（LO.0）
休/　月曜日
駐車場/　12台

住所　知多市朝倉町34  日の丸ビル1F
☎　0562-74-3128
営業時間　11半-14　18-22半
休/　火曜日(ランチは火・水休)
駐車場/　5台

住所　知多市朝倉町34  日の丸ビル1F
☎　0562-38-7466
営業時間　11半-14　18-22半
休/　木曜日（不定休あり）
駐車場/　2台

住所　知多市朝倉町299
☎　0562-32-0111
営業時間　11半-14　16半-21
休/　不定休
駐車場/　あり

https://tabelog.com/aichi/A2304/A230402/23075860/



ビューティー
【東海市】

ムダ毛で悩むお子さんにも安心・安全の
「ハイパースキン脱毛」を気軽に始められます。

スキンケアプラザONOYA
美顔・脱毛・エステ 各体験1,000円(税別)
※プラスサービスあり

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

パーマやカラーもオゾンメニューが豊富！
さらにお得な会員制度で安心な美容室です。

美容室・Canaria　東海店
カラー会員にご入会のお客様に
極上のオゾントリートメントをサービス

楽しみながらトレーニング。姿勢改善や痛みの
緩和でアクティブな生活をサポートします！

姿勢改善/加圧＆ピラティス　One
体験コース30分 1,500円

10年以上の実績を誇るシュクレで"本当のあなた"に
出会える♪大人気のマツエク、パリジェンヌやバイン
ドロック、お得な全身脱毛やフェイシャルメニュー有

シュクレ
3Dライト80束4000円！

リピーター8割の人気脱毛サロン♪
最短6ヶ月でツルスベ肌に◎ 完全プライベート空間！

total beauty MEISA
【平日限定】全身脱毛（顔・ＶＩＯ含む）
￥12,980－

http://o-noya.info https://www.canaria.co/tokai http://www.dvbb-one.com

住所　東海市太田町郷中173-1
☎　0562-32-0862
営業時間　1火～土　10～20 　日10～18
休/　月曜日
駐車場/　7台

住所　東海市中央町5-9
☎　0120-920-243
営業時間　9～18
休/　月曜日・火曜日
駐車場/　6台

住所　東海市横須賀町扇島8-18
☎　090-8327-0923
営業時間　10～22（完全予約制）
休/　不定休
駐車場/　あり

住所　東海市高横須賀町呉天石102-6
　　　ヴェルドミールⅢ  1B号
☎　0562-22-1373
営業時間　10-19
休/　年中無休
駐車場/　4台

住所　東海市大田町寺下93-1  ニッチェル大橋201
☎　080-6922-8297
営業時間　9-19 (L.O 18)
休/　日曜日
駐車場/　有り（共有）

https://www.shucre.com/sp/



ビューティー
【知多市】

スタッフ2名のゆったりサロン。今、話題のルミクス脱毛
が大人気！カウンセリングからお見送りまで丁寧に★
マツエク・まつ毛パーマ・フェイシャルメニューなどあり！

プリンセス
平日限定 全身脱毛(VIO・お顔込) 11000円 
全身脱毛(VIO・お顔除) 5500円

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

まつ毛、エステ、脱毛のトータルビューティサロン！
完全個室のくつろぎ空間！23時まで営業！

Cielbe(シェルビー)
初回セーブルラッシュ120本orまつ毛
パーマ5千円ピーリング8千円

知多市で１３年。駅近で通いやすい、接骨院と提携
ダイエット、疲労回復、骨盤矯正、リンパ、フェイシャル、
脚のむくみ、首.肩こり改善

トータルボディーリシアン
二人同時で10000円　
60分プラス10分程度のカウンセリング

住所　知多市八幡勘右衛門沢63-3
☎　0562-85-3595     080-6967-3595
営業時間　10-18
休/　 毎週水曜日・日曜日　　第2・第4土曜日
駐車場/　4台

住所　知多市にしの台2-803-1 STハウスA
☎　080-2640-8246
営業時間　10-23
休/　不定休
駐車場/　2台

住所　知多市新舞子明知山103-6
☎　0569-43-2962
営業時間　平日10-19   土日10-17
休/　火曜日
駐車場/　兼用6台

※土曜日は、全身脱毛(VIO・お顔込) 15000円
　　　　　 全身脱毛(VIO・お顔除)　8800円

セーブルラッシュ120本 
or まつ毛パーマ  初回5,000円(税込)
or次世代ハーブピーリング  初回8,000円（税込）

https://www.asahi-sekkotsuin.com/lisian



ライフ
スタイル

対象店舗にてこの画面を
ご提示願います！

全国のハンドメイド作家さんの作品を取り扱って
おります。
どうぞ、お気軽に遊びに来てくださいませ。

MADE IN わたし SHOP
1点お買上げでドリンクサービス券

住所　愛知県東海市養父町北反田8-4
　　　サリテールモリ1F ６号
メール対応　uii15608@nifty.com
営業時間　10半-18(LO.17半)
営業日/　毎週水・金・日曜日　　駐車場/　1台

http://made-in-watashi.o.oo7.jp

【東海市】

園芸に関することなら何でもおまかせ！
苗から鉢植え・肥料まで揃う専門店！

知多園芸
お買い物をされた方 
季節の花苗プレゼント！

住所　東海市富木島町伏見 2-14-2
☎　052-601-1624
営業時間　9-18
休/　年中無休
駐車場/　20台

お花とバルーンを組み合わせたバルーンフラワー
アレンジメント。全国配送。当店自慢のレインボー
カーネーションは店長が1から染めてます。

花模様
ご注文商品にお花増し
★(一部対応不可)

住所　半田市旭町5-28-1
☎　0569-21-0691
休/　なし　　　駐車場/　10台

【半田市】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hanamoyou2/
https://www.instagram.com/hanamoyou.handa

【注文受付】　以下のURLからお願いします


