
Bar 7 seven
有田町戸杓丙956
TEL 080-4696-9375

パティスリー杏慕樹
有田町丸尾丙1933-1
TEL 0955-41-1122

お
問
い
合
わ
せ

（ 一 社 ）有 田 観 光 協 会   TEL 0955-43-2121 　
www.arita.jp/（ありたさんぽ）

有田町役場商工観光課  TEL 0955-46-2500 　
www.town.arita.lg.jp/

営 業 時 間 、定 休 日 な ど 参 加 店 舗 の 詳 し い 情 報 は 、
こ ち ら の F a c e B o o k ペ ー ジ に て !

いよいよ東京五輪が始まります！
ご家族で、おいしいお食事を囲んで
応援しませんか？
期間中、有田町内の登録飲食店をご利用の場合

10％割引になります!
この夏は、東京五輪と有田町の飲食店を
みんなで応援しよう!!

ハーブ&レストラン喫茶 Run.らん.ラン
有田町戸矢乙681-6
TEL 0955-43-5087

日本料理 保名
有田町本町丙833-4
TEL 0955-42-2733

めしや あり菜
有田町大野乙2588-4
TEL 0955-43-2208

むく庵
有田町本町丙819
TEL 0955-42-5083

ビストロ エ ヴァン カドゥー
有田町本町丙1523-10
TEL 080-6403-3580

ひとふし
有田町上幸平2-3-6
TEL 0955-42-3024

焼肉かむら
有田町下本乙2504
TEL 0955-46-3310

八百和
有田町戸杓乙3211-8
TEL 0955-42-2292

森清
有田町立部乙52-1
TEL 0955-46-2263

麺処 川 sen
有田町原明乙2-1
TEL 0955-46-5285

ラーメン太郎
有田町桑古場乙2288-1　
TEL 0955-42-4311

吉永菓舗
有田町南原甲92-7　
TEL 0955-42-3521

鷹山
有田町黒牟田丙3114-8
TEL 0955-43-2941

大和一心庵 雪月花
有田町上本乙3390-6
TEL 0955-46-3170

レストランまるいし
有田町戸杓丙731-1
TEL 0955-42-4680

龍泉荘奥の院 木もれ陽
有田町広瀬山甲2373-4
TEL 0955-41-2525

龍水亭
有田町広瀬山甲2286-22
TEL 0955-46-2155

※予
算が

なく
なり

次第

　終了
致し

ます
。

合計金額から

10％
割引!!

なるべく

テイクアウト
＆

デリバリー
で!

店内飲食は

少人数
＆

短時間
で!

Go To EAT
チケット
併用可能!!

龍泉荘
有田町広瀬山甲2373-4 
TEL 0955-46-3617

※店名50音順



うちのふうど 
有田町下内野丙2496-1 
TEL 0955-46-4471

有田銘品館 
有田町本町丙 有田駅構内 
TEL 0955-43-3020

アリタポーセリンラボ旗艦店 
有田町上幸平1-11-3 
TEL 0955-29-8079

東屋
有田町黒川丙679 
TEL 0955-46-3033

エトワール・ホリエ 有田店
有田町本町丙1023 
TEL 0955-43-2203

駅カフェ SARAYAMA
有田町中樽1-3-16 
TEL 090-5069-2523

うなぎ専門店 味
有田町岩谷川内2-10-11 
TEL 0955-42-4010

うどん・そば・からあげ 大ちゃん
有田町南原甲453-1 
TEL 090-2394-8881

お食事処 本陣
有田町中の原1-1-12 
TEL 0955-42-6433

お食事処 呉葉鮨
有田町南原甲298-2 
TEL 0955-42-2934

おかず家 たけちゃん
有田町古木場甲1054 
TEL 0955-42-3195

おおかわうどん
有田町南原甲879-13
TEL 0955-42-3345

えむや
有田町本町丙1522 
TEL 0955-43-2922

チャイナ・オン・ザ・パーク café
有田町原明乙111 
TEL 0955-46-3900

café アンスリューム
有田町本町乙3038-2 
TEL 0955-43-3266

kasane
有田町中の原2-1-7 
TEL 0955-42-3100

音羽寿し
有田町本町丙972-8 
TEL 0955-43-2818

チャイナ・オン・ザ・パーク 究林登
有田町原明乙111 
TEL 0955-46-3900

唐揚げ屋 ICHI
有田町本町丙1022-2 
TEL 0955-35-4538

カフェれすとらん こぱん
有田町戸矢乙1138-1 
TEL 0955-43-2880

キッチン グランマ
有田町南原丁80-19 
TEL 0955-43-5010

Garden bento
有田町丸尾丙2470-8 
TEL 0955-43-5030

観山亭
有田町山谷牧甲2318-1 
TEL 0955-46-3511

韓国家庭料理・焼肉 トラジ
有田町黒牟田丙3129-8 
TEL 0955-42-6934

月桃庵されど
有田町大樽2-3-1 
TEL 0955-43-3760

くまえもん
有田町中の原1-1-19 
TEL 0955-35-4610

ギャラリー有田
有田町本町乙3057 
TEL 0955-42-2952

キッチンなかなか家
有田町立部乙2121-2 
TEL 0955-46-4153

スナックCoCo
有田町戸杓956-２F 
TEL 0955-43-5007

すし料理専門店 亀井鮨
有田町岩谷川内2-10-12 
TEL 0955-43-2951

すし海道 有田店
有田町南原丁213-4 
TEL 0955-25-8458

食彩酒家 遊
有田町原明甲2039 
TEL 0955-46-5414

中華キッチン 蒼風
有田町大木宿乙2032-2 
TEL 0955-25-9995

Souda
有田町岩谷川内1-3-10 
TEL 0955-41-9022

西洋食堂 信
有田町南原甲883-1 
TEL 0955-42-5123

SPICE HOTARU
有田町岩谷川内1-3-7
LINE ID:@spice hotaru

なべじゅう
有田町外尾町丙1484-8 
TEL 0955-42-3965

ドライブイン唐船
有田町大木宿乙904-1 
TEL 0955-46-2678

陶助おこし
有田町泉山1-16-12 
TEL 0955-42-4411

桃源
有田町立部乙45-1 
TEL 0955-46-3913

※店名50音順


