
No. 郵便番号 三郷市 住所 店舗名 業種 電話番号 営業時間 定休日
テイクアウト
デリバリー

1 341-0003 三郷市 彦成1-149 居母屋 鷹久 居酒屋 048-957-5409 17:00～23:00 木曜日

2 341-0003 三郷市 彦成1-168-4 どんぐり 喫茶店 080-2541-6908 10:00～18:00 土曜日 〇

3 341-0003 三郷市 彦成2-96-7 中華藤龍 中華 048-958-5561
11:00～14:00
17:00～21:00

月曜日・木曜日 〇

4 341-0003 三郷市 彦成3-208-2 焼肉 康莉家 焼肉 048-959-1299 17:00～23:00 火曜日 〇

5 341-0003 三郷市 彦成3-211-2 中華料理 昇華 中華料理 048-957-5587 火～土 11:00～15:00/17:00～21:00
日 11:00～21:00 月曜日 〇

6 341-0003 三郷市 彦成3-387-4 居酒屋 駒 居酒屋 048-957-1715 17:00～23:00 水曜日 〇

7 341-0003 三郷市 彦成3-7-3-104 蓮家 手作り弁当、総菜 048-957-8225 11:30～21:30 日曜日 〇

8 341-0003 三郷市 彦成3-7-3-106 トゥールモンドフォルツァ レストラン 048-958-6335 9:30～18:30 木曜日 〇

9 341-0003 三郷市 彦成3-7-14-101 たいし寿司 寿司 048-957-7339 11:00～22:30 月曜日（月曜祝日の場合火曜日） 〇

10 341-0003 三郷市 彦成3-7-14-103 そば酒房はなわ 日本そば 048-957-8236 11:00～22:00 木曜日 〇

11 341-0004 三郷市 上彦名73-1 富久寿司 寿司 048-957-1711 16:00～21:00 月～木曜日

12 341-0004 三郷市 上彦名116-1 カレーハウスCoCo壱番屋 三郷彦成店 カレー 048-950-3900 11:00～23:30 なし 〇

13 341-0004 三郷市 上彦名647-11 台湾料理 山水 台湾料理 048-947-0189
11：00～14：30
17：00～23：30

火曜日 〇

14 341-0005 三郷市 彦川戸1-175-14 居酒屋 美かん 居酒屋 048-953-6923 17:00～23:00 火曜日

15 341-0006 三郷市 上彦川戸878-2 ラーメンショップ椿 上彦川戸店 ラーメン 048-960-0814 7：00～15：00 なし 〇

16 341-0006 三郷市 上彦川戸892-1 デニーズ三郷店 ファミリーレストラン 048-957-0800 7:00～24:00 なし 〇

17 341-0008 三郷市 駒形113-1 焼肉きんぐ三郷店 焼肉 048-933-9729
平日17:00～24:00
土日祝11:30～24:00 12/31・1/1

18 341-0008 三郷市 駒形338 居酒屋 良美家 居酒屋 048-952-0336
11:00～13:30
17:00～23:30

日曜日

19 341-0011 三郷市 采女1-20-2 トレカフェ　一刻館 カフェ 048-951-7979 12:00～22:00 不定休 〇

20 341-0011 三郷市 采女1-86-2 味のつどい　あじさい 居酒屋 048-958-4282 9：00～24：00 水曜日 〇

21 341-0011 三郷市 采女1-229-3 county カフェ、スイーツ 048-959-9333 11:00～21:00 火曜日、隔週水曜日 〇

22 341-0011 三郷市 采女1-230 焼とり うねめ 居酒屋 048-957-6839 17:00～22:00 月曜日・火曜日 〇

23 341-0011 三郷市 采女1-230 珍来　新三郷店 ラーメン 048-957-3294 11:00～21:30 水曜日 〇

24 341-0011 三郷市 采女1-240-2 ラーメン桜道 ラーメン 非公開 11:00～23:00 月曜日

25 341-0012 三郷市 半田1212-2 てづくりパンやさん マンマミーア パン 048-911-1159 10:30～16:00 土・日・祝・月(月曜が祝日の場合その翌日） 〇

26 341-0016 三郷市 田中新田375-18 Lacheln パスタ、居酒屋 048-953-9440 17:00～22:00（平日）
12:00～14:00/17:00～22:00(土・日） 木曜日 〇

27 341-0018 三郷市 早稲田1-3-5 大衆焼肉酒場サブロー 焼肉、居酒屋 048-959-9829 17:00～24:00 なし 〇

28 341-0018 三郷市 早稲田1-4-1-201 居酒屋はる 居酒屋 048-957-5519 18:00～27:00 月曜日 〇

29 341-0018 三郷市 早稲田1-5-1 フォルテッツァ1F 花子家 居酒屋 048-959-1112 11:00～21:00 月曜日 〇

三郷市飲食補助クーポン券　登録店舗
※営業日・営業時間が掲載情報と異なっている場合がございます。ご来店の際には事前にご確認をお願い致します。
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三郷市飲食補助クーポン券　登録店舗
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30 341-0018 三郷市 早稲田1-5-8 ごくうラーメン ラーメン 048-958-4886 16:30～26:00 月曜日と第1・3火曜日 〇

31 341-0018 三郷市 早稲田1-8-6 居酒屋ひょうたん 居酒屋 048-957-0509
月～木 11:00～23:00
金 11:00～24:00
土 17:00～24:00　日祝17:00～23:00

〇

32 341-0018 三郷市 早稲田1-5-8 インド ダバ インド料理 048-954-5421 11:00～22:30 なし 〇

33 341-0018 三郷市 早稲田1-14-1 Cafe PUKU カフェ 048-954-8788
平日　10:00～21:00
土日　8:00～21:00

火曜日・水曜日 〇

34 341-0018 三郷市 早稲田1-14-1 コスモスクエア105 海鮮居酒屋 魚菊 海鮮料理、居酒屋 048-945-7445
12：00～14：00
17：00～23：00

水曜日・木曜日 〇

35 341-0018 三郷市 早稲田1-17-21 おいしい処 きあむ 居酒屋 048-959-1505 17:30～24:00 月曜日(月曜祭日or祭日前日は営業)

36 341-0018 三郷市 早稲田1-18-22 1F 三郷520 中華料理 048-959-9412 11:00～23:00 〇

37 341-0018 三郷市 早稲田1-18-23 竹山ハイツ101 しゃべり処 こぶた 居酒屋 048-950-6888 17:00～21:00 月曜日

38 341-0018 三郷市 早稲田1-19-1 三郷 長寿庵 そば 048-957-8532 11:00～14:00 水曜日・木曜日 〇

39 341-0018 三郷市 早稲田2-2-4 モスバーガー三郷早稲田通り店 ファーストフード 048-959-2293
9:00～21:00(平日)
7:00～21:00(土、日、祝)

なし 〇

40 341-0018 三郷市 早稲田2-3-14 All Drink 280yen酒場 Nippati 居酒屋 048-951-1233
17:00～24:00（月～土）
15:00～24:00（日）

なし 〇

41 341-0018 三郷市 早稲田2-7-2 メゾンドベール早稲田Ⅱ 1FB 鉄板家 はなぶさ お好み焼き、もんじゃ焼き 048-948-6837
平日11:30～14:00・17:00～23:00
土・日・祝11:30～23:00 水曜日

42 341-0018 三郷市 早稲田2-12-15 ポルト イタリアン 048-959-3646 10:30～19:00 月曜日・火曜日 〇

43 341-0018 三郷市 早稲田2-13-1 串焼ホルモン 長門 ホルモン 048-951-1497 17:00～24:00 月曜日 〇

44 341-0018 三郷市 早稲田2-13-10 呑み屋 ゆず 居酒屋 048-957-6997 17：00～24：00 日曜日・祝日

45 341-0018 三郷市 早稲田2-13-10 串焼 はらはま やきとり 048-959-2880 17:00～25:00 水曜日 〇

46 341-0018 三郷市 早稲田2-16-1 小暮コーポ103 地鶏炭火焼 誠家 炭火焼 048-947-0066 17:00～25:00 月曜日・火曜日 〇(前日注文)

47 341-0018 三郷市 早稲田2-16-3 ふく天 餃子、やきとり 048-933-9410
10:00～19:00駅前
水・三郷中央駅/金・三郷駅北口 不定休 〇

48 341-0018 三郷市 早稲田2-16-9 炭火焼 和与し 居酒屋 048-957-6086 17:00～22:00 日曜日・祝日

49 341-0018 三郷市 早稲田2-17-13 早稲田ビル1F BAR Eight Rabbit BAR 048-954-7970 20:00～5:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ4:00) 日曜日

50 341-0018 三郷市 早稲田2-17-20 アドニスマンション１F ふくふく丼丸三郷早稲田通り店 海鮮丼(持ち帰り専門) 048-951-2941 11:00～20:00 水曜日 〇

51 341-0018 三郷市 早稲田2-17-8 サンキB2F まつり 居酒屋 048-958-1871 17:00～21:00 なし

52 341-0018 三郷市 早稲田2-18-16 トラットリア イル カミーノ イタリアン、パスタ 048-957-6087
11:30～14:30
18:00～21:00

月曜日 〇

53 341-0018 三郷市 早稲田2-19-20-101 居酒屋　さくら 居酒屋 080-9719-0395 17:00～23：00 月曜日

54 341-0018 三郷市 早稲田2-24-20 おでん はらはま おでん 048-951-1172 14:00～22:00 水曜日、木曜日 〇

55 341-0018 三郷市 早稲田3-29-15 そば切り寿々㐂や 蕎麦 048-958-8086
11：30～15：00
17：00～20：30

火曜日 〇

56 341-0018 三郷市 早稲田4-8-1 定食 こころ 定食 048-950-6688 11:30～22:00 月曜日 〇

57 341-0018 三郷市 早稲田4-13-11 旬味 森田 懐石料理 048-957-1195 11:00～22:00 〇

58 341-0018 三郷市 早稲田4-14-4 魚料理 串揚げ 磯松 串揚げ、海鮮料理 048-959-3898 17:00～23:00 日曜日
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三郷市飲食補助クーポン券　登録店舗
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59 341-0018 三郷市 早稲田4-14-7 cafe2345 カフェ 048-957-2345 11：00～16：00 月曜日 〇

60 341-0018 三郷市 早稲田5-4-1三郷市文化会館１F 青いそら レストラン 048-957-9600 10：30～17：00 第2・4月曜日 〇

61 341-0018 三郷市 早稲田5-6-58 越後屋餅菓子店 巻き寿司、いなり、おこわ 048-957-2323 8:30～18:30 火曜日 〇

62 341-0018 三郷市 早稲田6-10-25 中華料理　味平 中華料理 048-959-2489 11:30～21:00 月曜日 〇

63 341-0018 三郷市 早稲田6-11-21 和風とんかつ つるよし とんかつ 048-957-3477
11:30～14:30
⒘:30～22:00

月曜日 〇

64 341-0018 三郷市 早稲田6-17-2 居酒屋 寿限無 居酒屋 048-959-2939 18:00～23:00 日曜日

65 341-0021 三郷市 さつき平1-1-1MEGAドン・キホーテ三郷店B1F 大分かしわ屋 唐揚げ、鳥料理、つけ麺 048-950-0110 9：00～19：30 不定休 〇

66 341-0021 三郷市 さつき平1-1-1MEGAドン・キホーテ三郷店1階南2入口 喫茶 憩 喫茶店 048-957-3345 11:00～21:00 日曜日・月曜日

67 341-0022 三郷市 大広戸920-1 田中そば店 蕎麦 048-969-4580 11:00～21:00 なし

68 341-0022 三郷市 大広戸986-1 くいものや旬 本店 居酒屋、海鮮料理 048-957-1880 17:00～24:00 水曜日・第2火曜日 〇

69 341-0023 三郷市 仁蔵297-1 ピザ工房馬車道 三郷店 ファミリーレストラン 048-950-1891 11:00～22:00 なし 〇

70 341-0024 三郷市 三郷1-2-7 珍来　三郷駅前店 ラーメン 048-954-2360 11:00～23:00 水曜日 〇

71 341-0024 三郷市 三郷1-6-2 韓国家庭料理 美味ましそよ 韓国料理 048-951-7827
11:00～22:00(火～土）
17:00～22:00（日）

月曜日 〇

72 341-0024 三郷市 三郷1-6-9 横堀餃子 餃子 048-934-5662
11：30～14：00
17：00～22：00

火曜日・
第2・4水曜日

〇

73 341-0024 三郷市 三郷1-8-2 サンハイツ三郷1F 南蛮島のダイニング ダイニングバー、インド料理 048-949-6706 17：00～24：00 月曜日 〇

74 341-0024 三郷市 三郷1-8-7 島村ハイツ 香葉 居酒屋 048-952-6907 12:00～24:00 日曜日

75 341-0024 三郷市 三郷1-8-7 島村ハイツ107 居酒屋 十色 居酒屋 048-954-1066 17:00～24:00 日曜日・祝日

76 341-0024 三郷市 三郷1-26-26 みさと たく庵 蕎麦 048-953-0265 11:00～21:00 水曜日

77 341-0024 三郷市 三郷1-32 TAP STATION クラフトビール 080-4410-4879
平日16:00～24:00
土・日・祝12:00～24:00

木曜日 〇

78 341-0024 三郷市 三郷2-1-4 焼き鳥 エイト 居酒屋 048-960-0121 11:30～24:00 なし 〇

79 341-0024 三郷市 三郷2-1-4 ふじプラザ3F 日本料理 栗はら 日本料理 048-953-5525
11：30～14：30
17：00～22：30

月曜日 〇(ふぐ料理のみ）

80 341-0024 三郷市 三郷2-1-4-105 郷(つけ麺) つけ麺 048-953-3775 11:00～23:00 月曜日

81 341-0024 三郷市 三郷2-1-5 WINDSビル1F 魚民 三郷南口駅前店 居酒屋 048-953-8088
17:00～3:00
（金曜・土曜17:00～5:00）

なし 〇

82 341-0024 三郷市 三郷2-3-11 居酒屋 吉左右 居酒屋 048-953-8007 16：00～22：00 木曜日

83 341-0024 三郷市 三郷2-12-7 すし処 喜悦家 寿司 048-953-3339 16:00～21:00 水曜日 TELにて確認

84 341-0024 三郷市 三郷3-4-10 りとるキッチン 定食 048-999-5423
11:30～15:00
16:30～19:00

日曜日 〇

85 341-0024 三郷市 三郷3-12-1 藍屋　三郷店 レストラン 048-952-4831 11:00～23:30 なし 〇

86 341-0024 三郷市 三郷3-13-1　山我ビル1Ｆ お食事処あけみ 居酒屋 048-953-5461 17：00～21：00 日曜日・月曜日

87 341-0024 三郷市 三郷3-17-4 びっくりドンキー 三郷店 ハンバーグ 048-950-1181 8:00～27:00 なし 〇
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88 341-0025 三郷市 茂田井716-1 居るカフェ 喫茶店 048-934-5227 9:00～22:00 火曜日・木曜日　不定休

89 341-0025 三郷市 茂田井716-1-2 Luce イタリアン 080-3438-0709 11:30～15:00 月曜日 〇

90 341-0026 三郷市 幸房72-1 ココス三郷店 ファミリーレストラン 048-949-1175
10:00～24:00
7:00～24:00
※21時以降はテイクアウトのみ

なし 〇

91 341-0026 三郷市 幸房326-3 蕎麦処 東屋 そば、うどん 048-952-4621
11:00～15:00
17:00～19:00 火曜日 〇

92 341-0026 三郷市 幸房506-3 キッチンBUS STOP お弁当（唐揚げ） 048-950-8898 平日 10：30～13：30/14：30～18：00
土日祝日 10：00～18：00 なし 〇

93 341-0028 三郷市 南蓮沼760 茂美苑 焼肉 048-952-1129
11:30～14:00
17:00～21:00

第3月曜日 〇

94 341-0032 三郷市 谷中14-17 ちゃあしゅう屋三郷店 ラーメン 048-949-1311 11:00～20:00 元日 〇

95 341-0032 三郷市 谷中73-7 金ちゃん 焼肉、ホルモン 048-953-0055 11:30～14:00 17:00～22:00（火～金）
14:00～22:00(土)14:00～21:00(日・祝） 月曜日

96 341-0033 三郷市 市助105 みさとのパン工房SAKURA パン 048-949-1112 9:30～18:00 日曜日・月曜日 〇

97 341-0034 三郷市 新和1-156 居酒屋どまんなか 居酒屋 048-953-5584 17:00～20:00 月曜日・火曜日 〇

98 341-0034 三郷市 新和1-195 居酒屋 からっ風 居酒屋 048-952-8685 17:00～23:00 日曜日 〇

99 341-0034 三郷市 新和1-195 居酒屋　かおる 居酒屋 048-952-5752 月～金11:30～14:00 17:00～21:00
土 17:00～21:00 日曜日・祝日

100 341-0034 三郷市 新和1-398-1 らーめん酒房　遊麺 ラーメン、居酒屋 048-953-8011
11:30～14:00
17:00～23:00

水曜日・第3木曜日 〇

101 341-0034 三郷市 新和5-134 やぶそば 蕎麦 048-953-2072
11:15～14:30
⒘:00～20:00

火曜日

102 341-0035 三郷市 鷹野3-36 ダイニングレストラン Quest 洋食 048-954-7067
11:00～15:00
⒘:30～22:30

日曜日
月曜日ランチ休

〇

103 341-0035 三郷市 鷹野3-133-1 三郷たかの食堂 食堂 048-955-1118 6:00～21:00 なし 〇

104 341-0035 三郷市 鷹野4-298 回転寿司 うおまる 寿司 048-956-8680 11:00～21:00 月曜日（月2回） 〇

105 341-0035 三郷市 鷹野4-441 Ichina カフェ、スイーツ 048-960-0984 11:00～17:00 火曜日 〇

106 341-0035 三郷市 鷹野5-38-1 三郷ラーメン ラーメン 048-956-0177 11:00～22:00 火曜日 〇

107 341-0035 三郷市 鷹野5-38-3 中華・洋食 壽栄 中華料理、洋食 048-956-7134 11:30～21:00　時短営業中 水曜日

108 341-0036 三郷市 東町126 たち花 居酒屋 048-955-0627 17:00～23:00 月曜日・第3火曜日

109 341-0036 三郷市 東町170-1 ダイニング もと木 居酒屋 048-955-5188 17:00～24:00 月曜日・第3日曜日 〇

110 341-0036 三郷市 東町363 居酒屋 みなみ 居酒屋 048-956-3739 17:00～24:00 月曜日

111 341-0037 三郷市 高州1-40-2 焼肉 伊藤園 焼肉 048-955-9160 17:00～23:00 水曜日

112 341-0037 三郷市 高州1-72 竹の子 居酒屋 048-956-4468 17:00～24:00 なし

113 341-0037 三郷市 高州1-109-1 手作りの店 和・洋菓子 和久井 巻き寿司、いなり、おこわ 048-955-0956 8:00～19:00 火曜日 〇

114 341-0037 三郷市 高州1-138-4 祭寿司 寿司 048-956-1001
11:30～14:00
17:00～23:00

水曜日・火曜日昼 〇

115 341-0037 三郷市 高州1-165-5 やきとり 卯月 やきとり 048-951-5899 17:00～24:00 火曜日・第３月曜日 〇

116 341-0037 三郷市 高州1-292 海鮮・活魚料理 美加和 海鮮、活魚料理 048-956-2356 11:00～14:30 17:00～22:00（平日）
11:00～22:00(土日祝) 不定休 〇
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117 341-0037 三郷市 高州1-298 居酒屋さおり 居酒屋 048-955-4035 18:00～24:00 月曜日

118 341-0037 三郷市 高州1-312-6 陣屋 居酒屋 048-955-0170 17:00～21:00 月曜日 〇

119 341-0037 三郷市 高州1-297 ろばた山根 居酒屋、炉端焼き、炭火焼き 048-916-2224 17：00～24：00

120 341-0037 三郷市 高州1-316 彩十 斉藤商店 定食、食堂、海鮮料理 048-955-8023 11:30～19:00（注文受付時間） 水曜日 〇

121 341-0037 三郷市 高州1-316-1 そば処 なかだ そば、うどん 048-955-7067 10:00～21:00 木曜日 〇

122 341-0037 三郷市 高州2-165-2 ひろ寿司 寿司 048-956-1156
11:30～13:30
⒘:00～21:30

火曜日 〇

123 341-0037 三郷市 高州2-263-1 旬菜あうん 居酒屋 048-999-5988
11:30～13:30
17:00～21:00

日曜日・祝日（ご連絡ください）

124 341-0038 三郷市 中央1-5-1 旬魚・地酒・焼酎 いっとく 居酒屋 048-960-0407
11:30～14:00 17:00～23:00
日11:30～21:00(通し営業)

月曜日 TELにて確認

125 341-0038 三郷市 中央1-7-2 one-four-one 3F パスタの家 cielo イタリアン 048-950-8718
11:30～14:00
⒘:00～23:00

月曜日

126 341-0037 三郷市 高州2-171 レストラン ル・ポワル 洋食レストラン 048-956-3667
11:00～14:30
⒘:00～22:00

日曜日・祝日 〇

127 341-0038 三郷市 中央1-13-12 リヴェールメゾン101 SUMIBI DINING わ'べこ 焼肉 048-951-7721 17:30～23:00 木曜日 〇

128 341-0038 三郷市 中央1-13-9-1F STARK PLACE イタリアン、カフェ 048-949-6222 11:30～22:30 火曜日 〇

129 341-0037 三郷市 高州2-316-3 くるまやラーメン三郷高州店 ラーメン 048-955-3831 11：00～22：00 なし 〇

130 341-0038 三郷市 中央1-14-2-1F STARK COFFEE カフェ 048-949-6222 9:00～20:00 12/29～1/3 〇

131 341-0038 三郷市 中央1-17-7-101 居酒屋しのや 居酒屋 048-953-0013 17:00～23:00 月曜日 〇

132 341-0038 三郷市 中央1-23-7 北京老飯店三郷中央店 中華料理 048-954-0333
11:30～15:00
⒘:00～23:00

火曜日 〇

133 341-0038 三郷市 中央1-27-7 くいものや旬 三郷中央店 居酒屋、海鮮料理 048-953-5343 17:00～24:00 水曜日・第2火曜日 〇

134 341-0038 三郷市 中央2-2-6 ビストロ マルシェ 洋風居酒屋食堂 048-954-3717 11:30～14:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ13:30)
17:00～23:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ22:30） 火曜日 〇

135 341-0038 三郷市 中央2-12-1 SPORTS DINING REGISTA つけ麺、ダイニングバー 048-953-0205
11:00～14:30
18:00～23:00

水曜夜・木曜日 〇

136 341-0038 三郷市 中央3-48-1 しゃぶ将軍田なべ 三郷中央店 しゃぶしゃぶ 048-954-0610 月～金16：00～23：00
土日祝日 11：30～23：00

137 341-0038 三郷市 中央4-8-1 ベトナム料理 ひまわり ベトナム料理 048-947-1808
11：00～15：00
17：00～22：30

なし 〇

138 341-0038 三郷市 中央1-27-4 八斗蒔　やぶ 蕎麦 048-953-2470
11:30～15:00
⒘:00～20:00

火曜日

139 341-0038 三郷市 中央5-26-4 和菓子 埼玉屋南雲 巻き寿司、いなり、おこわ 048-952-4611 9:00～19:00 火曜日・第3月曜日 〇

140 341-0038 三郷市 中央5-26-6 もつ焼き牛すじ煮込み 燦 もつ焼き 048-915-0945 17:00～23:00 月曜日 〇

141 341-0042 三郷市 谷口226 ゆんたく家 沖縄家庭料理 048-952-0703
11:30～14:00
18:00～23:00

木曜日 〇

142 341-0042 三郷市 谷口413-1 廣寿司 寿司 048-952-0733 11:00～22:00 水曜日

143 341-0042 三郷市 谷口627 和風味ごとう 牛タン、居酒屋 090-2933-8053 10:00～22:00 なし

144 341-0043 三郷市 栄1-293-4 UMAMI食堂 捷の詩 創作料理、自然食 048-950-8752
11:30～14:30
17:00～20:00

月曜日・火曜日 〇

145 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-246 和洋ダイニング みかさ 居酒屋、レストラン 048-955-6898 18:00～24:00 火曜日
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146 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-277-1 大むらそば店 蕎麦 048-955-0544
11:00～14:30
17:00～21:00

金曜日 〇

147 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-400-1 ミュージックハウス スバル 居酒屋 090-7019-7009 19:00～24:00 日曜日

148 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-440-6 金太楼鮨 寿司 048-955-4064
11:00～14:00
16:00～23:00

火曜日・水曜日 〇

149 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-441-3 割烹 すぎ山 海鮮料理 048-956-2151
11:30～14:00
17:00～23:00

月曜日 〇

150 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-442-24 鉄板焼居酒屋 光樹 居酒屋 090-4844-0999 18:00～24:00 月曜日・第2・4日曜日

151 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-562 扇屋 日本そば 048-955-2538 11:00～21:00 木曜日 〇

152 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-562-2 笹舟寿司 寿司 048-956-3327 11:00～20:00 月曜日 〇

153 341-0044 三郷市 戸ヶ崎1-618-1 台湾料理 福龍亭 台湾料理 048-952-3962
11:00～14:30
17:00～24:30

火曜日 〇

154 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2-630 中華料理 煌 中華料理 048-954-8561
11:00～15:00
17:00～23:00

月曜日 〇

155 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2-666 中国料理　味道 中華料理 048-955-1886 平日 11：00～15：00/17：00～23：00
土日祝日 11：00～23：00 第3月曜日

156 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2-772-1 バーミヤン 三郷戸ヶ崎店 中華レストラン 048-948-1518 10:00～23:30 なし 〇

157 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-2-2 魚屋路　三郷戸ヶ崎店 回転寿司 048-949-5091 11:00～23:00 なし 〇

158 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-23-1 讃岐うどん ほの花 うどん 048-956-5799
11:00～15:00
17:00～21:00

水曜日 〇

159 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-87-3-B La Luce イタリアン 070-1180-0338
11：30～15：00
18：00～21：00

月曜日 〇

160 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-108-1 アトリエダーシャ戸ヶ崎店 パン 048-969-4228 7:00～19:00 なし 〇

161 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-132-1-1F 中華そば みっちゃん 中華そば 080-6609-1582 11:00～14:00 17:00～22:00(火～土）
11:00～20:30（日） 月曜日(祝日の場合営業) 〇

162 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-400-7 もんじゃ　おぶ もんじゃ焼き 090-27358-2655 火～金11：30～14：00/16：00～23：00
土日祝日 11：30～23：00 月曜日

163 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3-402-3 居酒屋おぶぶ 居酒屋 048-955-6368 16:00～24:00 水曜日

164 341-0044 三郷市 戸ヶ崎4-395 吹上やぶ そば、うどん 048-956-1188 11:00～20:00 水曜日 〇

165 341-0044 三郷市 戸ヶ崎5-29-2 寿々喜や 蕎麦 048-955-5027
11：30～14：00
17：00～21：00

月曜日・第3火曜日

166 341-0044 三郷市 戸ヶ崎5-175 ㈲ますや 日本料理 048-955-5035 11:00～20:00 月曜日 〇

167 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2248-103 アジアンダイニング&バー・カレーステーション カレー 048-953-9603
11:00～15:00
17:00～22:00

火曜日 〇

168 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2250-2 おうちcafé アネラ カフェ 048-918-0919 11：00～24：00 月・火（祝日の場合は営業） 〇

169 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2381-1 揚州達人　四季戸ヶ崎店 中華料理 048-955-9002 17:00～23:00 水曜日(不定休) 〇

170 341-0044 三郷市 戸ヶ崎2952 ごますりとんかつ 林や とんかつ 048-955-4244
11:00～13:45
⒘:00～19:45

火曜日 〇

171 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3124-46 やき鳥 岡本 やきとり、居酒屋 048-955-0747 17:00～22:00 木曜日 〇

172 341-0044 三郷市 戸ヶ崎3197-1 ゆうしん　三郷工場 お弁当（中華） 048-951-1090 10:30～15:00 土・日・祝日 〇

173 341-0050 三郷市 ピアラシティ1-1　イトーヨーカドー三郷店内 KFC イトーヨーカドー三郷 フライドチキン・ハンバーガー・ファーストフード 048-949-2134 10:00～21:00 なし 〇

174 341-0050 三郷市 ピアラシティ1-1-1イトーヨーカドー2F ラーメン春樹 ラーメン、つけ麺 048-954-8900 10:00～21:00 なし
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175 341-0050 三郷市 ピアラシティ1-1-1イトーヨーカドー2F あげてんや 天ぷら 048-954-8917 10:00～21:00 なし 〇

176 341-0050 三郷市 ピアラシティ1-1-140 スーパービバホーム三郷フードコート1F モスバーガービバホーム三郷店 ファーストフード 048-949-1776 10:00～19:30 なし 〇

177 341-0050 三郷市 ピアラシティ2-1-3 自然派レストラン蕎麦旬 蕎麦 048-950-8612 11:30～14:00 17:30～22:00(平日）11:30～
14:30 17:30～22:00(土・日) 月曜日・第2火曜日 〇

178 341-0050 三郷市 ピアラシティ2-8-7 イタリア食堂 nono イタリアン、ピッツァ 048-954-2886 平日 11:00～15:00/17:00～22:00
土日祝 11：00～15：00/15:00～22：00 月1回不定休 〇

179 341-0056 三郷市 番匠免1-47-1 篠田製菓 饅頭屋 巻き寿司、いなり、おこわ 048-952-6054 9:00～17:00 月曜日 〇

180 341-0056 三郷市 番匠免1-109-2 CAFE TIME 喫茶店 048-934-5526 11:30～16:00
日・月・火曜日
（土曜日は否定休） 〇

181 341-0056 三郷市 番匠免1-217-1 うな百 うなぎ 048-952-2588
11:30～13:30
17:00～21:00

時短営業中は月・火・水
通常は水曜日

〇(デリバリーは彦成
地区のみ)

182 341-0057 三郷市 彦沢1-41 炙り旬菜酒庵 鈴家 日本料理 048-952-4445
11:30～14:00
⒘:30～22:00

木曜日 〇

183 341-0058 三郷市 彦江1-24-9 日本料理 魚惣 会席料理 048-952-4568
11:00～14:00
⒘:00～22:00

月曜日 〇

184 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ コメダ珈琲店ららぽーと新三郷店 カフェ、スイーツ、ベーカリー、洋食 048-934-5154 8:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

185 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ 串家物語ららぽーと新三郷 串揚げ、ビュッフェ 048-959-0200 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

186 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ KFCららぽーと新三郷店 フライドチキン、ハンバーガー、ファーストフード 048-950-2761 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

187 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ マクドナルドららぽーと新三郷店 ハンバーガー、ファーストフード 048-959-7152 8:00～20:00※テイクアウト21：00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

188 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ サンマルクカフェららぽーと新三郷店 カフェ、スイーツ、ベーカリー 048-950-1559 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

189 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ タリーズコーヒーららぽーと新三郷店 カフェ、スイーツ 048-950-1488 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

190 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ 花水木ららぽーと新三郷店 カフェ、スイーツ 048-948-8769 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

191 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ ミンドゥルレららぽーと新三郷店 マカロン 048-951-1239 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

192 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷1Ｆ ゴディバららぽーと新三郷 スイーツ、チョコレート 048-957-0120 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

193 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ サーティワンアイスクリームららぽーと新三郷店 アイスクリーム 048-957-7231 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

194 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ WHO'S TEA MINIららぽーと新三郷店 タピオカ、クレープ 048-951-1270 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

195 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ RRainbowららぽーと新三郷 パンケーキ、ハワイアン、洋食 048-954-7761 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

196 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 天ぷら 北里ららぽーと新三郷店 天ぷら、和食 048-960-0170 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

197 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 旬彩食健ひな野ららぽーと新三郷店 ビュッフェ、天ぷら、和食、パスタ、スイーツ 048-954-6138 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

198 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 匠のがってん寿司ららぽーと新三郷店 回転寿司 048-954-6018 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

199 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 鍋ぞうららぽーと新三郷店 しゃぶしゃぶ、すき焼き 048-950-2941 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

200 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 京鼎樓ららぽーと新三郷店 中華料理 048-954-6296 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

201 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ とんかつ新宿さぼてんららぽーと新三郷店 とんかつ 048-951-1073 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

202 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ ポムの樹食堂ららぽーと新三郷店 オムライス、洋食 048-950-1225 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

203 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 鶴橋風月ららぽーと新三郷店 お好み焼き 048-950-1008 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇



No. 郵便番号 三郷市 住所 店舗名 業種 電話番号 営業時間 定休日
テイクアウト
デリバリー

三郷市飲食補助クーポン券　登録店舗
※営業日・営業時間が掲載情報と異なっている場合がございます。ご来店の際には事前にご確認をお願い致します。

204 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 牛たんさちのや新三郷店 牛たん、定食 048-951-2040 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

205 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ スターバックスコーヒーららぽーと新三郷店 カフェ 048-950-1020 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

206 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ CHEESE RESTAURANT RICOTTAららぽーと新三郷 チーズ料理 048-950-0775 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

207 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 生パスタ専門店スピガららぽーと新三郷店 パスタ 048-933-9424 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

208 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ HANAMOEGIららぽーと新三郷店 ハンバーグ 048-951-1525 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

209 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆ 築地銀だこららぽーと新三郷店 たこ焼き 048-951-5939 10:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

210 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート つけめんTETSUららぽーと新三郷店 つけ麺、ラーメン 048-950-0030 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

211 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート 柿安 Meat Expressららぽーと新三郷店 肉丼 048-934-7085 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

212 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート 鶏三和ららぽーと新三郷店 親子丼、唐揚げ、鶏料理 048-954-5877 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

213 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート ぴょんぴょん舎オンマーキッチンららぽーと新三郷店 韓国料理 048-950-1277 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

214 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート 麺処景虎 produced by ほん田ららぽーと新三郷店 ラーメン 048-951-2350 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

215 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート 丸亀製麺ららぽーと新三郷 うどん、天ぷら 048-959-7140 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

216 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート 石松餃子ららぽーと新三郷店 餃子、定食 048-948-6636 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇

217 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート 日本橋 海鮮丼 つじ半ららぽーと新三郷店 海鮮丼 048-953-9175 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる

218 341-8550 三郷市 新三郷ららシティ3-1-1ららぽーと新三郷2Ｆフードコート いきなりステーキららぽーと新三郷店 ステーキ 048-960-0429 11:00～20:00 なし　ららぽーと新三郷に準ずる 〇


