
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤いトタン屋根の猫 514-0835  
津市幸町 27-35(西浦ビル 1F) 

電話番号 
059-226-3618 

利用時間 
11:30～15:00 
18:00～22:00 

赤猫特製ワンプレートランチ 1,780 円⇒1,280 円 
 
※他メニュー2,000 円以上で 500 円引き利用可 

514-0804  
津市上弁財町津興 3167 

510-0235  
鈴鹿市南江島町 24-16 

515-0812  
松阪市船江町木坪 1390 

514-1104  
津市久居持川町 2253-14 

514-0815  
津市藤方 1835-1 

514-0015  
津市寿町 17-31 

514-0817  
津市高茶屋小森町 347-1 

514-1125  
津市久居元町 2350-6 

514-0027  
津市大門 27-6 

電話番号 
059-234-0070 

電話番号 
059-256-6901 

電話番号 
059-254-5000 

電話番号 
059-222-0078 

電話番号 
059-226-4811 

電話番号 
059-228-9595 

電話番号 
059-291-2075 

電話番号 
059-388-5911 
 

電話番号 
0598-50-5115 

利用時間 
10:30～24:00 

利用時間 
10:30～24:00 

利用時間 
10:30～24:00 

利用時間 
17:00～22:30 

利用時間 
11:30～14:00 
17:00～22:00 

利用時間 
11:30～13:30 
17:30～22:00 

利用時間 
11:30～14:00 
17:00～21:00 

利用時間 
11:00～14:30 
18:00～22:30 

寿司・割烹 あら井 

≪ランチ≫ 
北海丼 1,070 円⇒570 円 
日替丼･鉄火丼･穴子丼 960 円⇒460 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

◇ランチ、ソフトドリンク 1杯サービス 

利用時間 
11:30～15:00 
17:00～23:00 

Restaurant Asakura 

パスタ&メイン付ランチコース 2,200 円⇒1,700 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

◇食後のドリンク(コーヒーor 紅茶)1 杯サービス 

らーめんぐち屋 かつや 鈴鹿店 

かつや 松阪店 かつや イオンモール津南店 

焼肉ホルモン 香月 寿司割烹 おくの 

大鯛寿司 津店 

ランチ:寿司盛合せ 
姫 1,650円⇒1,150 円 おまかせ 1,980円⇒1,480 円 
築地 2,750 円⇒2,250 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

かつ丼(梅)またはかつ丼弁当(梅)のみ 
539 円⇒39 円 

合計 2,000 円以上ご飲食の方 
⇓ 

クーポン 500 円利用 OK 

昼:天巻ランチ(天巻･にぎり 4貫)870 円⇒350 円 
夜:にぎり寿司(竹)1,650 円⇒1,100 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 
※テイクアウト OK 

◇ソフトドリンク 1 杯サービス ◇ソフトドリンク 1 杯サービス 

かつ丼(梅)またはかつ丼弁当(梅)のみ 
539 円⇒39 円 

らーめん(とんこつ魚介のしょうゆらーめん) 
680 円⇒180 円 
※他らーめんでも 500 円引き利用可 

かつ丼(梅)またはかつ丼弁当(梅)のみ 
539 円⇒39 円 

◇トッピング 1 品 100 円分 or大盛･替え玉 
いずれかサービス 

海の幸 四季さかな 

寿し秀 

直すし 

和･レストラン はな房 

和風レストラン生月 

炭火焼肉・韓国料理 新羅亭 

食事処 寿音 514-0312  
津市香良洲町 1582 

514-0815  
津市藤方 593-1 

514-0027  
津市大門 5-21 

514-2211  
津市芸濃町椋本 3662 

514-0016  
津市乙部 16-10 

514-0016  
津市乙部 28-1 

514-0033  
津市丸之内 27-16 

電話番号 
059-223-1649 

電話番号 
059-225-9370 

電話番号 
059-264-7518 

電話番号 
059-224-0783 

電話番号 
059-228-0151 

電話番号 
059-265-5533 

電話番号 
059-225-8565 

利用時間 
11:30～14:00 
17:00～21:00 

利用時間 
11:00～14:00 
16:30～21:00 

利用時間 
11:30～13:30 

利用時間 
11:30～14:00 

利用時間 
11:30～13:30 
17:00～20:00 

利用時間 
11:30～14:00 
17:00～21:30 

利用時間 
11:00～14:00 
17:00～20:00 

カマスフライ定食(造り･照焼付)1,500円⇒1,000円 

※他メニュー800 円以上で 500 円引き利用可 
 

昼のみ 炭火焼肉 350ｇランチ 1,500 円⇒1,000 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 
※月･火･水はランチ休み、木～日･祝はランチ営業 

1,100 円以上のメニューから 500 円引き 

お昼セット(寿司とうどんまたはそばと小鉢) 
880 円⇒350 円 
※他メニュー800 円以上で 500 円引き利用可 

 

お昼(9 月末まで) 
盛合せ寿司又はちらし
寿司＋茶碗蒸し又は 
ざるそば＋水ようかん 

1,100 円⇒600 円 

ランチメニュー 昼のみ 2,200 円⇒1,600 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

昼 彩弁当 2,050 円⇒1,550円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 
 

◇ソフトドリンクまたはデザート 1 品付き 

◇ウーロン茶 1 杯サービス 

◇赤出しサービス 

◇ソフトドリンク 1 杯サービス 

磨洞温泉 涼風荘(食事) 514-0823  
津市半田 2860-1 

電話番号 
059-228-8413 

利用時間 
11:00～14:00 
18:00～20:00 

霊泉そうめん(1,000 円)＋入浴料(700 円) 
通常 1,700 円のところ 1,430円! 
そこからクーポン分を値引き 1,430 円⇒930 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

実施期間：9月 11 日(土)～12月 19日(日) 各店舗先着 200枚までとなります！！ 

 ※営業時間等は変更になる場合がございます。来店前に HP や電話にてご確認ください。 

要予約 

◇アイスクリームプレゼント 

お昼(10 月～) 
盛合せ寿司又はちらし
寿司＋茶碗蒸し又は 

伊勢うどん＋サラダ 
1,100 円⇒600 円 

◇アイスコーヒーサービス 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割烹茂波 

シャトーラ・パルムドール 

Pocafé(ポカフェ) 

おやつタウン 

うなぎ処谷本 

café and Rest Lansen 

おうちごはん寺子屋 

笑旨からあげ富や XX 

海鮮和食 魚九 

ローソン津駅前店  

 

くもづホテル&コンファレンス 

レストラン Mattone 

友食(定食・弁当) 

ミュゼ ボンヴィヴァン ブロッコリ 514-1135  
津市久居本町 1392－6 

514-0027  
津市大門 23-12 

514-0131  
津市あのつ台 5-2-1 

514-2315  
津市安濃町光明寺 16-2 

514-1254  
津市森町 1945-11 

514-0061  
津市一身田上津部田 1336-13 

514-0819  
津市高茶屋小森町 1814 

514-2306  
津市安濃町曽根 572-4 

514-0824  
津市神戸 767-1 

510-0308  
津市河芸町中瀬 119-1 

514-0027  
津市大門 10-22 

514-0004  
津市栄町 3-232 

514-0303  
津市雲出長常町 626-10 

514-0819  
津市高茶屋 6 丁目 1-46 

514-0007  
津市大谷町 11(県立美術館内) 

三谷高茶屋店 

電話番号 
059-222-3015 

電話番号 
059-234-2482 

電話番号 
059-268-0477 

電話番号 
059-269-5688 

電話番号 
059-261-1254 

電話番号 
059-228-2810 

電話番号 
059-268-5255 

電話番号 
059-224-3700 

電話番号 
059-236-6583 

電話番号 
059-234-3030 

電話番号 
059-227-0620 

電話番号 
059-255-1335 

電話番号 
059-273-6684 

電話番号 
059-223-7070 

利用時間 
公式HPをご確
認ください。 

利用時間 
平日 11:00～15:00 
土曜 11:00～16:00 

利用時間 
11:00～20:00 

利用時間 
10:30～18:30 

利用時間 
11:00～14:00(LO) 
17:00～21:00(LO) 

利用時間 
11:00～15:00 
17:00～22:00 

利用時間 
11:00～14:00 

利用時間 
11:00～14:00 
17:00～20:30 

利用時間 
11:30～14:00 

利用時間 
24 時間 

利用時間 
11:30～14:00 

利用時間 
11:30～14:00 
予約は 11:30～12:00 
18:00～19:30 

利用時間 
11:00～21:00 
(OS 20:30) 

利用時間 
11:30～13:30 
17:00～22:00 

利用時間 
12:00～14:30 
17:30～20:00 

ハンバーグ＋スープセット or サラダセット 
ご飲食 1,000 円以上のすべてのメニューから
500 円引き 

平日日替わりランチ 800 円⇒300 円 
※他メニュー600 円以上で 500 円引き利用可 

800 円以上の定食全メニュー500 円引き 
※昼のサービスランチは利用不可 

パルムドールフルコースランチのみ 
6,050 円⇒5,550 円 

ランチメニュー(2 種)からいずれか注文で 500 円引き 
･糖質オフのデリランチ 
･グリルサラダランチ 

当店のおすすめはオムライス 850 円⇒350 円 
※他メニュー800 円以上で 500 円引き利用可 

おにぎり･お弁当･お寿司･調理麺(パスタ･やきそば･冷し麺)･
サラダ 
上から組合せ自由 合計 550円以上でクーポン 500円利用OK 

※上記以外は利用できません 

海鮮ゴマだれ漬け丼(テイクアウト) 
972 円⇒452 円 

ランチデジュネ 1,980 円⇒1,480 円 
デザート盛り合わせ付き 2,400 円⇒1，900 円 
 

◇平日の夜と土日祝の 1 日だけ 
ウーロン茶1杯サービス※店内飲食の方のみ 

◇ウーロン茶、オレンジジュース、リンゴジュース、 
赤ワイン、白ワインいずれか 1 杯付き 

◇夜のみ ウェルカムドリンク 1 杯サービス ◇夜のみ ソフトドリンク 1 杯サービス 

◇ドリンクセットサービス ◇ソフトドリンク 1 杯サービス 

◇ペットボトル 600ml 付き ◇セットドリンク 1 杯サービス 

寺子屋ランチ〈ドリンク付〉1,380 円⇒880 円 
※他メニュー1,000円以上で 500円引き利用可 

うな丼(3 切入り)2,000 円⇒1,500 円 
※他メニュー1,500 円以上で 500 円引き利用可 

終日すべてのメニューにクーポン 500 円引き 

タルタルチキンかつ定食 858 円⇒358 円 
※他メニュー550円以上で 500円引き利用可 

ベビースターカレー825 円⇒325 円 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

すべてのメニューから 1,000円以上ご飲食で
500 円引き 

◇ソフトドリンク(コーヒー除く) 
M サイズ 1 杯サービス 

◇店内飲食に限りコーヒー1杯付き ◇ウーロン茶またはジュース 1 杯付き 
※持ち帰りにはつきません 

◇ジュース 1 杯サービス 
※持ち帰りにはつきません 

◇プチデザート付き 
※テイクアウトのみにはつきません 

要予約 

要予約 

◇プチデザート 250 円⇒200円 

うを芳 
◇ウーロン茶またはジュース 1 杯サービス 
※持ち帰りにはつきません 

ひつまぶし･レディースひつまぶし 
2,123 円⇒1,623 円 

※レディースひつまぶしはご飯少なめ、デザート付き 
※他メニュー1,000 円以上で 500 円引き利用可 

514-2306  
津市安濃町曽根 573-2 

電話番号 
059-268-2433 

利用時間 
11:30～13:30 

マナーを守って楽しい食事をお楽しみください！ 

食べるとき以外はマスクの着用を！ 
入店時等の手指の消毒や検温などにも 

ご協力お願いします！ 

※現在お昼のみの営業となっております 


