
店員さん確認の上、
　　 　　　　　　　　  ボタンを
タップすると割引が適用されます。
クーポンを使用する

店内にて飲食をされたらレジ横また
は卓上に設置されたQRコードを携
帯電話orタブレットにて読み取る

画面上の　　　　　　　　ボタンを
タップしてアタリが出たら
その場で500円割引！！

抽選スタート！

オールデイダイニング  WINDSOR
豊田市喜多町2丁目160番地
コモ・スクエア ウェスト
ホテルトヨタキャッスル1F
☎0565-31-2211

豊田市喜多町2丁目160番地
コモ・スクエア ウェスト
ホテルトヨタキャッスル2F
☎0565-31-2211

豊田市喜多町2丁目160番地
コモ・スクエア ウェスト
ホテルトヨタキャッスル2F
☎0565-31-2211

鉄板焼  DAN 中国料理  桃園

豊田市喜多町3-110
コモスクエアイースト1F
☎0565-47-9937

豊田市大林町1-4-1
☎0565-25-2626

※QRコードはデンソーウェブの商標登録です。※QRコードは、QRコードリーダーアプリまたはカメラアプリなどで読み取ってください。 
※1店舗につき1日1回のみ参加することができます。

豊田 豊田 豊田

Mon caféガーデニングミュージアム  花遊庭

豊田豊田

抽選くじ参加方法 キャンペーン対象店舗にて500円以上の飲食をされた
お客様限定でお得なクーポンくじに参加できます。

寒い冬は絶品グルメ
TRIP!

さいこーにちょうどいい とよた

寒くなってきたら、美味しい料理で心も体もあったまろう。
“あなただけの”とっておきグルメを探すのに豊田市はさいこーにちょうどいい！

Try it!

キャンペーン対象期間

11.12020 日 1.31

2021 日

お得な
抽選くじ
あり！

タイレストラン  タニサラ
豊田市西町5-5
VITS豊田タウン4F
☎0565-33-5233

まめあん駅前店
豊田市西町6丁目
62番地1
☎0565-32-7708

まめあん駅南店
豊田市西町2丁目35
☎0565-41-7327

豊田市小坂本町
5-13-10
☎0565-32-1970

豊田市神田町1-5-4
英淑ビル
☎0565-63-5779

豊田市西町5-28-1
ミアリビル1F＆2F
☎0565-32-6335

満福支店

ROKU KANDA

HARU

豊田

豊田 豊田

豊田 豊田

豊田

洋食・喫茶 鉄板焼 中国料理

ダイニングバーフレンチダイニングバー うなぎ

ダイニングバー

和食

タイ料理

和食

住所　☎電話番号

営業時間
朝 昼 夜

抽選くじ対象店舗

豊田市内
全31店

裏面もご覧ください

詳しくは
こちら

その場で500円割
引!

さいこーにちょうど
いい

クーポンが当たる
!

Step.1 Step.2 Step.3

掲載の店舗はすべて、●手指消毒液の設置 ●対人距離の確保 ●定期的な換気 ●定期的な消毒
●マスク着用 の5つの感染症対策を行っているコロナ対策宣言店です。

極上の鮮魚とお肉が
楽しめるお洒落な空間。

くつろぎ空間の和食居酒屋。 旬の旨味を五感で愉しむ
迫力の鉄板焼マジック。

タイ人シェフの作る
本格タイ料理。上質な時間を思いのままに。

1,300坪の広大な敷地で味わう贅沢ランチ。

落ち着いた空間で味わう自慢のおばんざい料理。

ホテルパティシエによるスイーツで寛ぎの時間をお過ごし下さい。

海・山の幸を使用した本格的広東料理。

こだわりのタレでじっくり焼き上げた職人の味。

新鮮な海の幸が自慢の洋食ダイニング。



日本料理  御河
豊田市喜多町1-140
名鉄トヨタホテル6F
☎0565-35-6092

豊田市喜多町1-140
名鉄トヨタホテル6F
☎0565-35-4637

豊田市喜多町1-140
名鉄トヨタホテル1F
☎0565-35-6611

豊田

ラウンジ  ひまわり

げんき食堂WAKU家
豊田市豊栄町1-88
☎0565-29-1811

豊田

中国料理  万陽華

豊田

豊田

Try it!

あんかけスパ＆お好み焼  えん
豊田市前田町7-6-3
☎0565-37-8005

うなぎ・じねんじょ  まんまる
豊田市前田町6-27-1
☎0565-41-6712

豊田市前田町4-52-2
☎0565-33-8822

豊田市永覚新町4-88
☎0565-25-2240

豊田市若宮町8-1-7
ST.RITZ.BLD 2F
☎0565-35-6699

豊田市岩倉町一本松1-1
ホテルフォレスタ3F
☎0565-58-3530

豊田市岩倉町一本松1-1
ホテルフォレスタ2F
☎0565-58-3528

豊田市岩倉町一本松1-1
ホテルフォレスタ2F
☎0565-58-3528

豊田市大沼町根崎
47-1
☎0565-90-3003

豊田市羽布町鬼ノ平
1番地16
☎0565-90-3473

豊田市足助町一の谷
22番地
☎0565-62-0508

豊田市足助町田町17
☎0565-62-0018

豊田市永太郎町梛下
164-5
☎0565-65-3209

豊田市野入町ナギ下
13-12
☎0565-82-3365

赤から豊田店 赤から豊田２号店

長崎五島  ろく丈 和処  花乃里 レストラン  フォンターナ ラウンジ  エスタシオン 五平餅・食事処  しもやまの里

うなぎの三河 香嵐渓一の谷 季節料理  井筒亀 小原庵 ブルーベリーのこみち

抽選くじ対象店舗

豊田 豊田 豊田

松平 松平 松平 下山

下山 足助 足助 小原 稲武

豊田

豊田

寒い冬は絶品グルメTRIP!
さいこーにちょうどいい とよた キャンペーン対象期間

11.12020 日 1.31
2021 日

ツーリズムとよたWEB

〒471-0034  豊田市小坂本町1丁目25番地  豊田商工会議所1階
TEL.0565-85-7777 FAX.0565-85-7700

日本料理

鉄板  欅

豊田

ステーキ・鉄板焼 喫茶中国料理

和風居酒屋

シーズナルキッチン  ル・ボナール
豊田市喜多町1-140
名鉄トヨタホテル6F
☎0565-35-4663

豊田市喜多町1-140
名鉄トヨタホテル6F
☎0565-35-4663

豊田

バイキング・ビストロ

日本料理・季節料理 日本料理・季節料理うなぎ・和食 季節料理・喫茶 洋菓子・カフェ

日本料理 フレンチ 喫茶・ラウンジ 和食・五平餅

総合居酒屋総合居酒屋

和風居酒屋

レストラン＆カフェ うなぎ

※この事業は、愛知県の「観光誘客地域活動事業」として、地域の中小企業者と観光業界の再起を図るために実施するものです。

季節を味わい、
愉しむ日本料理。

目の前でシェフが調理する
オープンキッチンスタイル。

メイン料理＋50種類以上の
日替わりバイキング。

四季折々の景色とともに
味わう極上フレンチ。

地元の空気と土で育った
新鮮食材の和薬膳。

生姜の効いた甘口味噌が
たっぷりの五平餅は絶品。

「旬」と「鮮度」に
こだわった和風居酒屋。

香嵐渓の奥座敷に位置する、

昭和40年創業の和食店。

名物「赤から鍋」に舌鼓。

季節に合わせたスイーツと
お飲み物でごゆっくり。

濃厚でコクのある味が特徴の本格的上海料理。

「元祖 極のカレーもつ鍋」が大人気。
三河一色産のうなぎと自然薯料理の専門店。

「和」の趣を大切にした、笑みがこぼれる贅沢空間。

新鮮なブルーベリーを使用したオリジナルスイーツ。

明治20年創業。文化財も並ぶ和食処。

昭和44年創業の三河湖畔に佇むうなぎ屋。

心癒されるティーラウンジ。

豊富な焼肉メニューも大人気。

昼はランチバイキング、夜はお洒落なビストロとして。


