
【　お買物　】

№ 協　賛　店　舗　名 所　在　地 電話番号 各協賛店のサービス内容

【　お食事　】 19 カドー　（パン＆ケーキ） 十日市東一丁目16-19 0824-62-5356 お買い物額から５％引き

№ 協　賛　店　舗　名 所　在　地 電話番号 各協賛店のサービス内容 42 福田農場　米豊霧　（パン） 和知町2682-2 0824-65-3188 ２００円までのパン１個サービス

46 お好み焼き　まっちゃん 江田川之内町592 0824-66-1825 食事代１０％引き 30
風季舎 東酒屋店
　　　　　　　　（和洋菓子）

東酒屋町585-5 0824-65-2888 霧里クッキー ８種類のうち お好み３枚プレゼント

41 お好みハウス  ムーラン 四拾貫町141-4 0824-63-8102
サービス券１枚につきトッピング１品サービス、ご利用合計額が
4,000円以上で１枚を半額 4

風季舎 昌平本家
　　　　　　　　（和洋菓子）

三次町1534-1 0824-62-2037 霧里クッキー ８種類のうち お好み３枚プレゼント

49 お好みお食事 いまちゃん 塩町2130-7 0824-66-3033 ミニソフトクリームを１本サービス 7 ほっかほっか亭 三次西店 十日市中一丁目7-7 0824-64-1385 お茶缶１本プレゼント

6 お好み焼き　ますい 十日市西五丁目2-29 0824-63-6361 トッピング１品サービス 38
三次フードセンター
　　　　　　生鮮市場フードベジタ

南畑敷町484 0824-63-5301 お菓子詰合せ 1 袋進呈

29 海鮮居酒屋  香蘭 畠敷町65-8 0824-64-6776 ソフトドリンクまたはアイスクリームをサービス　（同伴者全員に） 47
三次フードセンター
　　　　　　フードオアシスみよし

江田川之内町503-2 0824-66-3300 お菓子詰合せ 1 袋進呈

11 とんかつ専門　 和佳葉 十日市中三丁目3-8 0824-62-0472 ご飯のお替わり１杯サービス 3
三次フードセンター
　　　　　　　　　　　三次店

三次町1535-1 0824-62-3205 お菓子詰合せ 1 袋進呈

44 フジタフーズ（わにグルメ） 廻神町738 0824-66-1082 わにグルメの食事代１０％引き 21 Ａコープみよし店 十日市東三丁目1-41 0824-63-9955 お買い上げ金額から７％引き（一部商品を除く）

8 鳥小屋  (焼鳥､和食) 十日市中三丁目13-5 0824-62-2948 ファーストドリンクサービス　（１枚につき１名） 12 備前屋茶舗 十日市中三丁目5-12 0824-62-3353 オリジナル健康茶「どくだみ麗命茶」　１袋進呈

16 焼き串専門　　串げん 十日市東一丁目1-18 0824-63-9515 お食事代１０％引き 32 広島三次ワイナリー（物産館） 東酒屋町10445-3 0824-64-0200 ワイン物産館　お会計より５％引

17 くずし割烹　さくら縁 十日市東一丁目3-21 0824-53-1715 お子様ランチ、お子さまプレート　５０％引き 48 木のおもちゃＨＡＮＡ 江田川之内町503-1 0824-66-1896
お買物額から１０％引き　さらに３，０００円以上お買い上げで、
ドイツのシャボン玉プレゼント

13 酒場 酔楽 十日市中二丁目4-31 0824-62-6169 ファーストドリンク１杯サービス　(注文時に提示) 45 三次はちみつ園  蜂家 江田川之内町660-1 0824-66-3838 お買物をされた方へ、はちみつ（プチサイズ 40g）プレゼント

9 ネコのあし音（カフェ・軽食） 十日市中二丁目8-18 0824-62-0126 1,000円以上お買い上げで、焼き菓子１品プレゼント 50 お山の中の雑貨屋さんnicoichi 三次市高杉町2330 050-5533-0862 お買物額から１０％引き （一部対象外商品有り）

27 いこい食堂 三次町139-7 0824-53-1945 ご利用人数分のアイスキャンディーをサービス 1 おもちゃのまつもと 三次町1569-3 0824-62-3873 先着５０名様にカープ応援鯉のぼりプレゼント

43 お食事処　ながどて 南畑敷町859-4 0824-63-6452 ホットコーヒーまたは冷チョコドリンクサービス（注文時に提示） 2 エポックＳＵＧＩＴＡ 三次町1563 080-5612-7738 お買物額から１０％引き

25 むらたけ総本家　（和食） 十日市東六丁目1-8 0824-63-0666 お子さまにアイスクリームをプレゼント 5 亀崎ファニチア本店 三次町1534-18 0824-62-2736
「Ｍｉｙｏｓｈｉ　Ｈｉｓｔｏｒｙ」名入の「おばけのスプーン」購入の場合、
１０％引き

39 すし辰　三次店 南畑敷町507-7 0824-62-6778
店内でお食事されたご家族・グループのお子さまに、ミニソフト
１個プレゼント 22 サングリーン（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ） 十日市東四丁目1-30 0824-62-1111

サングリーン全館で使用できる（医療機関・調剤薬局は除く）
２００円分のお買物券進呈

20 レストラン華北 十日市東二丁目2-13 0824-62-3489 ソフトドリンク１ 杯サービス

24 シャトーブリアン　(レストラン)
十日市南一丁目10-1
　　三次ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ内

0824-63-3111
１チケットにつき１名様、ランチバイキング１０%引き
                                                      （11:30～14:00）

18 ビストロハウスＴＡＫＩＹＡ 十日市東一丁目7-15 0824-62-7048 デザート１品サービス 26 カメラのサエダ三次店 十日市東六丁目3-15 0824-62-8758 デジカメ、スマホプリント１０％引き

33 洋食工房 三次店　（ﾚｽﾄﾗﾝ） 東酒屋町453-6 0824-64-6736 お食事代 １０％引き 40 バイクハウスてらそ 畠敷町945-1 0824-62-1715 ランニングバイク「ストライダー」を定価から１０％引き

34 エディオンきんさいｽﾀｼﾞｱﾑ前店 東酒屋町507-4 0824-65-6200 お買物価格から５％引き

【　その他　】

36 Pizzeria & Café  Breeze 粟屋町2687-1 050-5535-0834 Piaaz または Pasta のご注文でアイスクリーム１品サービス № 協　賛　店　舗　名 所　在　地 電話番号 各協賛店のサービス内容

37 焼き肉ふるさと本店 粟屋町2451-1 0824-62-3033 ソフトドリンク1杯サービス 51 平田観光農園 上田町1740-3 0824-69-2346 果物狩り入園料 １０％引き，　体験メニュー１０％引き

35 Café  Mike and shirley 上川立町2271-2 050-5535-0818 ワンドリンクサービス 23 えむｴﾅｼﾞｰ三次駅前SS 十日市南一丁目5-8 0824-63-1900
全国の出光ＳＳで使えるオトクな「出光ｷｬｯｼｭﾌﾟﾘｶ」と三次の
観光パンフレット進呈

31 カフェ コニリア 東酒屋町47-1 0824-63-8717 サービス券１枚につき、１グループ全員にプチジェラートサービス 15 マロニエ美術造形教室 十日市東一丁目5-7 0824-62-7888
「子ども夏アートキャンプ2018」全ての講座がそれぞれ５００
円割引（詳細は教室のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで）

28 三次市民ホールきりり 三次町１111-1 0824-62-2222
三次市民ホールきりりで上映する「みよしシネマ」の招待券１枚
プレゼント　（先着２４名様）

24 三次グランドホテル 十日市南一丁目10-1 0824-63-3111 宿泊代　１０％引き（１チケット１室）

◆お店の場所は裏面の ｢協賛店マップ｣ またはQRコードからホームページでご確認ください。 14 三次市観光協会 十日市南一丁目2－23 0824-63-9268 鵜飼料金５００円割引券を先着１００名様に進呈

第8回 子どもたちに贈る三次の夏休み    ウェルカムサービス協賛店 一覧表

・カフェヴァインご利用５％引 (店内のご利用に限る)。
・バーベキューガーデンでお食事利用（単品除く）の方、５名様
  までワンドリンクサービス

0824-64-0200東酒屋町10445-3広島三次ワイナリー32

不 二 家　：　ミルキーソフトクリーム１つプレゼント
菓子太郎 ：  商品代金５％引き
と ら や　 ：  たい焼２個プレゼント
Ki's US Land ：　親子３時間遊び放題 1,080円

ＣＣプラザ　（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ） 十日市中一丁目1-10 0824-63-711110


