
一般社団法人

TEL. 〈平日〉0799-22-0742 〈休日〉0799-25-5820
受付時間9：00～17：00

お問い合わせ

指定宿泊施設

洲本市内で使える

「お食事おみやげ券」
〇洲本市内にある指定の宿泊施設に宿泊された方を対象に、
　1名につき1,000円のお食事おみやげ券を進呈。
　（１人あたり5,000円以上のご宿泊が対象になります。）

洲本市
子育て応援キャラクター

なのは

お食事やおみやげ、
給油に使えるよ！

宿泊施設名 住所 電話番号

淡路インターナショナルホテル　 ザ ・ サンプラザ 洲本市小路谷 1279-13 0799-23-1212

淡路島観光ホテル 洲本市小路谷 1053-17 0799-22-9700

海月館 洲本市海岸通 1-3-11 050-3160-0100

海のホテル　島花 洲本市小路谷 1277-5 0799-22-2521

海のホテル島花　レジデンスヴィラ 洲本市小路谷 1280-6 0799-22-2521

シーアイガ海月 洲本市安乎町平安浦 1970-6 050-3160-0455

スプリングゴルフ＆アートリゾート淡路 洲本市五色町都志 1151 0799-30-3555

渚の荘　花季 洲本市小路谷 1053-16 0799-22-2521

ウェルネスパーク五色　浜千鳥 洲本市五色町都志 1087 0799-33-1600

ホテルニューアワジ 洲本市小路谷 20 0799-22-2521

ホテルニューアワジ　別亭　淡路夢泉景 洲本市小路谷 1052-2 0799-22-0035

夢海游　淡路島 洲本市山手 1-1-50 0799-22-2521

夢泉景　別荘　天原 洲本市小路谷 1052-2 0799-23-0335

アワジエイト支店 洲本市池田 404-5 0799-22-6075

淡路島エイト民宿 洲本市小路谷 26-1 0799-22-1599

エトワール生石 洲本市由良町由良 2605-1 0799-25-7033

大浜荘 洲本市五色町鳥飼浦 2172-2 0799-34-0409

日月館 洲本市由良 3-8-9 0799-27-0105

旅館　やしま 洲本市炬口 247 0799-22-3216

https://www.the-sunplaza.co.jp/
https://www.awakan.com/
http://www.kaigetsu.jp/
http://www.shimahana.com/
https://www.shimahana.com/villa/
https://www.awajishima-bbq.jp/
https://www.springresort.co.jp/
http://www.awajihanagoyomi.com
http://www.takataya.jp/
http://www.newawaji.com/
http://www.yumesenkei.com
http://www.yumekaiyu.com/
http://www.yumesenkei.com/amahara/
http://www1.sumoto.gr.jp/eight/
http://www1.sumoto.gr.jp/eight/
http://www.etowa-ru.takataya.jp/
https://www.ohama-house.com/
http://nichigetsukan.com/
https://www.awajishima-kanko.jp/manual/detail.php?bid=306&lid=36


取扱店舗一覧

「お食事おみやげ券」 ●洲本市内にある指定の取扱店舗でのみご利用できます。
●チェックインの日から3日間有効です。
●現金との引換や払い戻しはできません。
●支払いの際、つり銭は支払われません。
●詳しくは、キャンペーンホームページをご確認ください。

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

喫茶 珈琲＆ランチ　AJIMASA 洲本市本町３丁目 1-16 0799-22-1873

喫茶 CAFE&KITCHEN　ju.ju 洲本市本町４丁目 3-16 0799-22-1148

カフェ cafe maaru 洲本市海岸通 1-7-19 0799-20-5624

カフェ コート ・ ダジュール 洲本市小路谷 1281-5 0799-22-5408

カフェ Coffe and Bake Stand pegasas 洲本市本町６丁目 1-37 0799-25-0601

カフェ ・ 喫茶 ジャムの森テラス 洲本市五色町鮎原南谷 523-2 0799-32-1188

カフェ ・ 喫茶 星の果実園 洲本市塩屋２丁目 1-45 0799-70-7300

カフェ ・ 喫茶
PICCOLOTTO ＆ GREEN　HOUSE　

café
洲本市栄町２丁目 1-16 080-8341-7274

カフェ・ショットバー Bar etoile 洲本市本町５丁目 1-16 0799-23-1855

カフェ ・喫茶

洋　食

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

イタリアン いたりあ亭 洲本市栄町３丁目 1-43 0799-24-5399

イタリアン tanmi dining RABO 洲本市栄町３丁目 1-50 0799-24-1851

イタリアン The Kitchen buono buono 洲本市本町５丁目 4-26 0799-24-2300

イタリアン L'ISOLETTA 洲本市山手１丁目 882-6 0799-25-5260

洋食 気ままな洋食屋さん　Le chat noir 洲本市物部 3-11-52 0799-25-2930

カレーショップ Jyo's　Curry 洲本市本町６丁目 4-36 080-4951-1568

西洋料理 チャルラール 洲本市本町６丁目 1-7 0799-53-6677

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

寿司 金鮓 洲本市本町４丁目 1-46 0799-24-5460

寿司 寿司　新月 洲本市本町５丁目 2-30 0799-24-4025

寿司 寿司清 洲本市本町３丁目 1-18 0799-22-6891

寿司 鮨処はなぶさ 洲本市本町４丁目 2-18 0799-23-1944

寿司 福一 洲本市本町１丁目 4-18 0799-22-0515

和食 季節料理　かまくら 洲本市本町４丁目 4-5 0799-24-3138

和食 活魚料理　きた八 洲本市海岸通 2-4-28 0799-22-2345

和食 御食事処　栄舟 洲本市本町３丁目 2-7 0799-23-1723

和食 やきとり　珠鈴 洲本市本町４丁目 5-15 0799-38-6350

和食 なだ市 洲本市本町４丁目 4-8 0799-23-3633

和食 創作和食　はまだ 洲本市本町４丁目 5-15 0799-24-1682

和　食

https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g1022843-d9959750-Reviews-Ajimasa-Sumoto_Awaji_shima_Hyogo_Prefecture_Kinki.html
https://www.tripadvisor.jp/Restaurant_Review-g1022843-d9929666-Reviews-Ju_Ju-Sumoto_Awaji_shima_Hyogo_Prefecture_Kinki.html
https://cafemaaru.shopinfo.jp/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28024195/
https://www.facebook.com/CoffeeBake-Stand-pegasus-awajishima-%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC%E3%83%99%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89-%E3%83%9A%E3%82%AC%E3%82%B5%E3%82%B9-%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%B3%B6-102660283918477/
https://www.facebook.com/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%A0%E3%81%AE%E6%A3%AE%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B9-101866691196973/
https://hoshinokajitsuen.jp/
https://piccolotto-ghc.business.site/
https://piccolotto-ghc.business.site/
https://www.facebook.com/bar.etoile.sumoto
https://r.gnavi.co.jp/k428800/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28013516/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28039814/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28005454/
https://www.le-chat-noir-awaji.com/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28058120/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28044673/
http://kinzushi-awaji.com/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28007344/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28033121/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28034141/
https://localplace.jp/t100329323/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28004442/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28005097/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28022597/
https://syurin-awaji.jimdofree.com/
http://www.nadaichi.jp/
http://washoku-hamada.com/


取扱店舗一覧

「お食事おみやげ券」 ●洲本市内にある指定の取扱店舗でのみご利用できます。
●チェックインの日から3日間有効です。
●現金との引換や払い戻しはできません。
●支払いの際、つり銭は支払われません。
●詳しくは、キャンペーンホームページをご確認ください。

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

居酒屋 あるこっこ 洲本市本町４丁目 5-18 0799-24-6061

居酒屋 居酒屋　うたげ 洲本市本町３丁目 2-10 0799-22-2036

お好み焼 お好み焼き ・ 鉄板焼　びっくり Bar 洲本市本町１丁目 7-6-105 0799-53-6411

お好み焼 ・ 焼き鳥 えぇとこどり　下加茂店 洲本市下加茂１丁目 1-68 0799-22-1001

うどん店 もへいじ 洲本市下加茂１丁目 569-1 0799-24-3570

ダイニング ・ バー ダイニングバー酒林 洲本市本町６丁目 2-26 080-6113-1366

鉄板焼 うさぎ食堂 洲本市山手３丁目 2-23-102 090-2530-9406

とんかつ ・ しゃぶしゃぶ かつ泉　イオン前アルチザン店 洲本市塩屋１丁目 1-17 0799-26-2303

ホルモン鍋 海岸通り　お冨 洲本市海岸通 1-4-8 0799-23-0066

和　食

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

ロシア料理 ロシアンキッチン　　イリーナ 洲本市海岸通 2-7-13

キッチンカー

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

おみやげ店 あき山蒲鉾 洲本市本町 1-4-5 0799-22-0283

おみやげ店 ちくば水産 洲本市炬口 1-1-71 0799-25-5282

おみやげ店 長手長栄堂　堀端本店 洲本市本町 5-3-25 0799-24-1050

おみやげ店 長手長栄堂　イオンスタイル洲本店 洲本市塩屋 1-1-18 0799-23-2158

おみやげ店 中原水産有限会社 洲本市炬口 1-1-41 0799-22-1406

おみやげ店 ・ 和食 株式会社新島水産 洲本市由良町由良 2581 0799-27-1786

おみやげ店 ・ 洋食 淡路ごちそう館　御食国　 洲本市塩屋 1-1-8 0799-26-1133

ケーキ シフォンケーキ　Mint 洲本市物部 3-10-8 0799-23-0886

パン ぴぃたぁパン 洲本市下加茂１丁目 7-3 0799-22-0656

産直所 御食菜采館　洲本店 洲本市本町２丁目３番１９号 0799-23-1129

おみやげ店 ・
飲食コーナー

淡路インターナショナルホテル
ザ ・ サンプラザ

洲本市小路谷 1279-13 0799-23-1212

おみやげ店 ・
飲食コーナー

淡路島観光ホテル 洲本市小路谷 1053-17 0799-22-9700

おみやげ店 ・
飲食コーナー

海月館 洲本市海岸通 1-3-11 050-3160-0100

おみやげ店 ・
飲食コーナー

海のホテル島花 洲本市小路谷 1277-5 0799-22-2521

おみやげ店 ・
飲食コーナー

シーアイガ海月 洲本市安乎町平安浦 1970-6 050-3160-0455

おみやげ

https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28003833/
https://www.google.co.jp/maps/place/%E3%81%86%E3%81%9F%E3%81%92/@34.3407219,134.8969187,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x52cc6ad2a679606!8m2!3d34.3407219!4d134.8969187
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28048363/
http://www.good-people.co.jp/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28001471/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28046032/
https://goo.gl/maps/WEGpyxVYw7Hdn1ps6
http://katsusen-awaji-artisan.com/
http://kaigandori-otomi.com/
https://russian-kitchen-irina.webnode.jp/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28038115/
https://www.awajishima-kanko.jp/manual/detail.php?bid=806&lid=9
https://nagate.com/
https://nagate.com/
http://www.office-web.jp/nakaharasuisan/pc/index.html
http://niijimasuisan.com/
http://www.miketsu.jp/
https://www.facebook.com/chiffonmint/
https://tabelog.com/hyogo/A2806/A280602/28025421/
https://www.ja-awajihinode.com/tyokubai/
https://www.the-sunplaza.co.jp/
https://www.the-sunplaza.co.jp/
https://www.awakan.com/
https://www.kaigetsu.jp/
http://www.shimahana.com/
https://www.awajishima-bbq.jp/


取扱店舗一覧

「お食事おみやげ券」 ●洲本市内にある指定の取扱店舗でのみご利用できます。
●チェックインの日から3日間有効です。
●現金との引換や払い戻しはできません。
●支払いの際、つり銭は支払われません。
●詳しくは、キャンペーンホームページをご確認ください。

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

おみやげ店 ・
飲食コーナー

スプリングゴルフ＆アートリゾート淡路 洲本市五色町都志 1151 0799-30-3555

おみやげ店 ・
飲食コーナー

ウェルネスパーク五色　浜千鳥 洲本市五色町都志 1087 0799-33-1600

おみやげ店 ・
飲食コーナー

ホテルニューアワジ 洲本市小路谷 20 0799-22-2521

おみやげ店 ・
飲食コーナー

ホテルニューアワジ　別亭
淡路夢泉景

洲本市小路谷 1052-2 0799-22-0035

おみやげ店 ・
飲食コーナー

夢海游　淡路島 洲本市山手 1-1-50 0799-22-2521

おみやげ店 大浜荘 洲本市五色町鳥飼浦 2172-2 0799-34-0409

飲食コーナー 海のホテル島花　レジデンスヴィラ 洲本市小路谷 1280-6 0799-22-2521

飲食コーナー 渚の荘　花季 洲本市小路谷 1053-16 0799-22-2521

飲食コーナー 夢泉景　別荘　天原 洲本市小路谷 1052-2 0799-23-0335

おみやげ

ジャンル 取扱店名 住所 電話番号

ガソリンスタンド 久米石油　洲本 SS 洲本市桑間 272 0799-24-3600

ガソリンスタンド 新屋石油　洲本 SS 洲本市下加茂 1-3-10 0799-22-2146

ガソリンスタンド 中野石油店　海岸通 SS 洲本市海岸通 2-7-23 0799-22-0243

ガソリンスタンド 中野石油店　淡路 SS 洲本市本町 8-7-20 0799-22-1286

ガソリンスタンド 冨士吉田石油 洲本市栄町 1-1-17 0799-22-2211

ガソリンスタンド

https://www.springresort.co.jp/
http://www.takataya.jp/
https://www.newawaji.com/
http://www.yumesenkei.com/
http://www.yumesenkei.com/
https://www.yumekaiyu.com/
https://www.ohama-house.com/
https://www.shimahana.com/villa/
https://www.awajihanagoyomi.com/
http://www.yumesenkei.com/amahara/
https://goo.gl/maps/QwhLB9iVnY5ogd6J6
https://goo.gl/maps/Bmro8tSKi3ohC5B88
https://goo.gl/maps/gKdSo7BB2MmZRjsC9
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B020'29.9%22N+134%C2%B053'16.1%22E/@34.3416389,134.8856169,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d34.3416334!4d134.8878028
https://goo.gl/maps/Vro6D3fjpq7Ap4bZ8

