
 

  

内容 店 舗 名 
住  所 

（蒲郡市） 

電  話 

(局番 0533) 
Ｈ Ｐ 

和 

食 

・ 

寿 

司 

・ 

天 

ぷ 

ら 

波瀬 水竹町上大塔 47-1 69-3568  

三河雑魚肴房やま六 三谷町十舗 47-1 68-4422 公式 HP 

海鮮亭 平田町上五反田 23-1 68-0410  

蒲郡ｸﾗｼｯｸﾎﾃﾙ 料亭竹島 竹島町 15 番 1 号 68-1111 公式 HP 

ホテル竹島内日本料理常磐 竹島町１番６号ホテル竹島内 69-1256 公式 HP 

お食事処いと 金平町松葉５－８ 57-7730  

山田館 金平町開戸６ 57-6131 公式 HP 

うしお 金平町開戸 34-3 57-2555 公式 HP 

彦寿し 竹谷町土生 42 番地 69-7288  

寿司八 三谷北通 1 丁目 153 番地 67-3138  

割烹千賀 三谷町東前 61 68-8088 公式 HP 

魚傳 形原町北辻 7 57-2321  

ビジネスホテル王将 港町 16 番 22 号  公式 HP 

かねかわ 形原町下音羽 63 番地 2 57-2479  

寿司よし 港町 10-17 69-1395 公式 HP 

和食三河湾魚貝料理福善 港町 7-10 68-4490 公式 HP 

ふぐ料理東 港町 20 番 10 号 69-3652  

だるま寿し 御幸町 13 番地 3 号 68-3845  

一松 元町 8-15 68-3955  

菜めし田楽ままや 三谷北通２丁目 193-1 69-5258  

松月 形原町春日浦 29-1 57-3322  

うえむら 上本町３番５号 69-9615  
和食の美波 栄町 2-2 68-4829  

カフェ 

・ 

スイーツ 

蒲郡ｸﾗｼｯｸﾎﾃﾙ ﾗｳﾝｼﾞｱｾﾞﾘｱ 竹島町 15 番 1 号 68-1111 公式 HP 

茶房お花 金平町上の坊２０ 57-4308 公式 HP 

カフェテラスメルヘン 三谷北通 2-192 69-2052 公式 HP 

CHARI-CAFE POTTER 竹島町 1-6 竹島パルク内 95-2888 公式 HP 

Cafe さかゑや 三谷町港町通２１ー２ 74-1733 公式 HP 

楽笑モール 三谷町須田 １０番地６８ 69-1169 公式ＨＰ 

洋 

 

食 

海岸通りのﾚｽﾄﾗﾝ ﾒﾙﾌﾞﾙｰ 港町 18-23 蒲郡商工会議所 68-8551 公式 HP 

キッチン千賀 三谷町若宮９５ 69-8089 公式 HP 

琥珀 三谷町平口 41 69-1657 公式 HP 

タラソカフェ 海陽町２－８ 0570-097-117  公式 HP 

洋食ベントウ HOSHINO 元町 2 番 2 号 79-6272  

焼 肉 

・ 

ホルモン 

和牛焼肉三階松 港町 9-9 67-0129 公式 HP 

焼肉大倖 三谷町諏訪東 7-1 番地 68-0991 公式 HP 

味のがんこ炎蒲郡店 神明町 256-2 67-8229 公式 HP 

焼肉丸金 府相町堀込 995‐4 69-5019  

三谷大東園 三谷町東前 79 68-6323  

居酒屋 

・ 

創作料理 

酒味浪漫笹や 緑町 21-17 聖ｺｰﾎﾟﾗｽ 1F 68-8847 公式 HP 

あぢゃ 元町 12-3 サクラビル 1F 79-7510 公式 HP 

食楽飲笑喜多 西浦町西浜田 50-1 57-1122 公式 HP 

居酒屋みふく 三谷町川原 26 番地 10 68-4392  

炉端風割烹たぬき 三谷町東前 62-22 68-7812  

営業時間や定休日は各店舗にお問合せください。 

「公式ＨＰ」にはリンクが貼ってあります。GoToEat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝあいちの特設ページからもご覧になれます。 

http://aichi.j47.jp/yamaroku/
https://gamagori-classic-hotel.com/restaurant/takeshima/
https://hotel-takeshima.co.jp/
http://yamadakan.com/
http://www.usio.biz/sp/
http://senga.net/
http://ousyou178.com/
https://www.hotpepper.jp/strJ000404779/
https://www.hotpepper.jp/strJ000404709/
https://gamagori-classic-hotel.com/restaurant/azelea/
https://www.facebook.com/sabouohana/
https://marchen-coffee.com/
https://chari-cafe.com/
https://mobile.twitter.com/cafesakaeya
http://rakusho.or.jp/service/marumaru-jiba-cafe/
https://hotel-takeshima.co.jp/
http://senga.net/
http://instagram.com/cafe.kohaku
https://www.lagunatenbosch.co.jp/thalgo/cafe/
https://www.sangaimatsu.com/
http://www.aichi-taiko.jp/
https://www.ganko-en.com/
https://g.chaoo.jp/sp/shop/sasaya/
http://aichi.j47.jp/adiya/
https://www.kita-nishiura.com/


  

内容 店 舗 名 
住  所 

（蒲郡市） 

電  話 

(局番 0533) 
Ｈ Ｐ 

うどん 

・ 

そば 

玉川うどん蒲郡大塚店 大塚町丸山８－２ 59-7958 公式 HP 

手打うどんやをよし 竹島町７－１２ 68-3804 公式 HP 

手打ち主水庵 三谷北通 6―197 69-8855  

めんるい食堂清田庵 中央本町 30-24 68-2274 公式 HP 

中華 

・ 

台湾 

中国麺飯食堂マルナカ 港町 4-14 69-5155  

中国料理蘭華 緑町 4-5 68-7887 公式 HP 

中華味彩北京 府相町新井前 836-1 67-3109 公式 HP 

イタリ

アン 

ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ&ﾋﾞｭｯﾌｪ WASHAGANCHI 海陽町 2-2 ﾗｸﾞｰﾅ FM 2F 65-7077 公式 HP 

地中海レストランバル casa 海陽町 2-8 ラグーナヒル 59-7766 公式 HP 

カルピネット 形原町春日浦 29-6 57-5123  

その他 

グルメ 

ホテル明山荘 三谷町鳶欠 14-1 68-4641 公式 HP 

蒲郡オレンジパーク 清田町小栗見 1-93 68-2321 公式 HP 

SEASIDEMAGIC 海陽町 2-39 ﾗｸﾞｰﾅﾋﾞｰﾁ内  公式 HP 

フレ 

ンチ 

蒲郡ｸﾗｼｯｸﾎﾃﾙ ﾒｲﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 竹島町 15 番 1 号 68-1111 公式 HP 

ﾎﾃﾙ竹島内 ﾚｽﾄﾗﾝﾘｳﾞｧｰｼﾞｭ 竹島町１番６号ホテル竹島内 69-1256 公式 HP 

鉄板 

ステーキ  

蒲郡ｸﾗｼｯｸﾎﾃﾙ ｽﾃｰｷ&ｼｰﾌｰﾄﾞ六角堂 竹島町 15 番 1 号 68-1111 公式 HP 

旬景浪漫銀波荘 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾚｽﾄﾗﾝ碧 西浦町大山 25 57-1515 公式 HP 

お好み焼き 

もんじゃ  

すこやか 港町１８－２７ 67-3088  

花林 三谷町七舗 41 68-8572 公式 HP 

ファミリー 

レストラン  

ｶﾚｰﾊｳｽ CoCo 壱番屋 蒲郡三谷北通店 三谷北通三丁目 113 68-8901 公式 HP 

ｶﾚｰﾊｳｽ CoCo 壱番屋 蒲郡拾石町店 拾石町塩浜 26 68-9191 公式 HP 

ﾗｰﾒﾝ･つけ麺 台湾ラーメン宴友夜 竹谷町油井浜 15-15 68-2221 公式 HP 

焼き鳥･串揚げ  とんちゃん北通り店 三谷北通三丁目 286 番地 68-3934  

定食屋 にっこにこ食堂 元町 7-1蒲郡駅前ﾋﾞﾙ地下店舗  公式 HP 

丼もの 魚々の里とまりん 竹島町 28-14２８－１４ 66-3888 公式 HP 

← GoToEat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝあいちの店舗検索 

← ページはこちら！！ 

営業時間や定休日は各店舗にお問合せください。 

「公式ＨＰ」にはリンクが貼ってあります。GoToEat ｷｬﾝﾍﾟｰﾝあいちの特設ページからもご覧になれます。 

https://tamagawa-udon.com/
http://www.sk.aitai.ne.jp/~meiji36/
http://www.seida-an.jp/
http://ranka-no1.com/
https://peking-gamagori.owst.jp/
https://r.gnavi.co.jp/n211201/
https://r.gnavi.co.jp/n211202/
https://www.meizanso.com/
http://www.orepa.jp/
https://seaside-magic.com/
https://gamagori-classic-hotel.com/restaurant/maindining/
https://hotel-takeshima.co.jp/
https://gamagori-classic-hotel.com/restaurant/rokkakudo/
http://gimpa.co.jp/
https://www.google.com/amp/s/www.hotpepper.jp/strJ000404758/amp/
https://www.ichibanya.co.jp/index.html
https://www.ichibanya.co.jp/index.html
http://enyuuya.p-kit.com/
https://nikkoniko.therestaurant.jp/
http://www.fantasykan.jp/tomarine_menu/

