
 

 

 

 

 

 

 

 松阪市より、特別定額給付金の申請書に同封する形でお贈りました「松阪市テイクアウト支援商

品券」の取扱店を以下のとおりご案内いたします。取扱店につきましては、令和 2 年７月 31 日

まで随時募集しておりますので、最新の情報をお知りになりたい方は、松阪商工会議所ホームペー

ジ内の松阪市テイクアウト支援商品券専用サイト（https://takeout-matsusaka.shop/shoplist）

からご確認ください。（右の QR コードからも専用サイトへアクセスいただけます。） 

 また、来月の回覧でも追加分の取扱店をご案内いたします。 

ぜひ、商品券をご活用ください。    

 

 

松阪市役所 商工政策課（℡５３－4361） 

 

松阪市テイクアウト支援商品券取扱事業所（店舗名の五十音順）   令和２年 5月１３日現在   

   

裏面へ続く⤵ 

№ 店舗名（屋号・商号） 住所（店舗） 電話番号

1 赤かぶ 松阪市 久保町755-4 0598-29-1519

2 アビィロード 松阪市 久米町1172-1 0598-56-4884

3 愛宕町うえやま 松阪市 愛宕町3-16 0598-23-2681

4 ALCOHALL（アルコホール） 松阪市 駅部田町1030-1 0598-23-4863

5 いち松(和食) 松阪市 京町18-6 0598-21-8012

6 一升びん本店 松阪市 南町232-3 0598-26-4457

7 一升びん宮町店 松阪市 宮町144-5 0598-50-1200

8 うどん・そば さかきばら 松阪市 大黒田町360-1 0598-21-2717

9 うなぎのやまもと 松阪市 嬉野中川町40-2 プラザなかがわ 0598-42-6600

10 駅弁のあら竹 松阪市 日野町729-1 0598-21-4350

11 大口屋 松阪市 中町1984 0598-23-1195

12 大盛りからあげ 千両箱 松阪市 久保町1843-211 080-2637-3630

13 OLD COAST Plus+ 松阪市 朝日町一区12-7 サンライズビル一階 0598-51-9561

14 岡(西洋肉料理) 松阪市 内五曲町115-20 0598-21-2792

15 お食事処サクマ 松阪市 大黒田町366-1 0598-26-2831

16 開花屋 楽麺荘 松阪本店 松阪市 宮町68-3 0598-51-8113

17 日本料理 快楽亭 松阪市 中町 1849-2 0598-21-0222

18 カヴァルカンティ 松阪市 宮町130 0598-52-2700

19 かかの掌 松阪市 内五曲町15-1 0598-21-3919

20 割烹 辰巳(日本料理) 松阪市 愛宕町3-49 タツミビル 0598-21-1351

21 かどや 松阪市 宮町５９－３ 0598-51-7913

22 かに久 松阪市 高町198-11 0598-51-5765

23 cafe 時の足音 松阪市下村町1965-25 0598-29-2021

24 カフェ トミヤマ 松阪市 本町2188 0598-21-1389

25 桔梗屋 松阪市 愛宕町3－61 0598-26-2219

26 すし処君家 松阪市 高町４５３－４ 0598-51-7200

27 crepe PARISS (クレープ パリス) 松阪市 久保町1843-211 080-2637-3630

28 care Relie+Libre 松阪市 久保町１７７６－３ 0598-30-5896

29 和風レストラン こうらく 松阪市 湊町２６１ 0598-21-7070

30 創鮮こしか 松阪市 大黒田町1265-4 0598-21-0280

取扱店一覧 



 

松阪市テイクアウト支援商品券の使用可能期間 

令和 2 年 5 月 18 日（月）～令和 2 年 8 月 31 日（月） 

 

＜取扱事業所に関するお問い合わせ＞ 

松阪商工会議所 ℡51-7811 松阪北部商工会 ℡56-2039 松阪香肌商工会 ℡32-2321 

№ 店舗名（屋号・商号） 住所（店舗） 電話番号

31 こはな 松阪市 垣鼻町1062 0598-51-3088

32 ごはん処笑和 松阪市 稲木町５２１－６ 0598-67-2876

33 酒菜マサイチ 松阪市 日野町617 弓矢ビル 0598-30-5123

34 さぬきうどんや・都 松阪市 田村町235-1 アドバンスモール フードコート内 0598-21-0655

35 シェ・ママン 松阪市 中央町340-3 0598-53-0103

36 シェロアンヌ 松阪市 駅部田町1074-8 プラムハウス２ 0598-23-7030

37 支那そば 北熊 松阪市 京町一区35-1 0598-52-5488

38 酒房「楽」 松阪市 大黒田町408-5 0598-21-7750

39 旬鮮酒場満天や 松阪市 長月町9-1 前田ビル1-B 0598-67-7838

40 寿司栄 松阪市 豊原町1110-1 0598-28-2329

41 鮨田 松阪市 嬉野中川町453 0598-42-5995

42 鈴天 松阪市 殿町1568 0598-21-5852

43 七輪焼肉炭や 松阪市 久保町１８１９－１８ 0598-29-0088

44 創牛料理 はまにく 松阪市 京町８番地 0598-23-0229

45 鯛屋旅館 松阪市 日野町780番地 0598-23-1200

46 だるまや 松阪市 京町513-8 0598-26-3350

47 竹輝銅庵(ちっきどうあん) 松阪市 駅部田町1056-5 0598-23-2340

48 九十九曲 松阪市 伊勢寺町844-1 0598-58-0899

49 カレーのてちや 松阪市 小黒田町403-3 090-9175-4743

50 鉄板 南風 松阪市 殿村町266-2 090-7032-2918

51 雑穀菜食レストラン　はなうた 松阪市 久米町1334 0598-56-6581

52 食酔館 花車 松阪市 白粉町　520番地 0598-21-0145

53 麺屋はな華 松阪市 飯高町宮前253-3 0598-46-0305

54 ビーフクラブノエル 松阪市 京町25 0598-26-6410

55 ビストロレジョン 松阪市 大黒田町 688-6 0598-21-2232

56 ひっぱり蛸 ベルタウン店 松阪市 日野町 ベルタウン４ 0598-22-0544

57 福助 松阪市 日野町1-1-19 0598-22-2468

58 中華そばの不二屋 松阪市 中町1900 0598-23-9605

59 ブッダランド 松阪市 日野町768番地 0598-26-0100

60 フレックスホテル 伊勢路 松阪市 中央町３６-１８ 0598-52-0800

61 フレックスホテル 洋食ヤマザクラ 松阪市 中央町36-18 0598-52-0800

62 前島食堂 松阪市 大河内町６１２－１ 0598-36-0057

63 松阪農業公園ベルファーム ガーデンカフェ ルーベル 松阪市 伊勢寺町551-3 0598-63-0050

64 ミカマーレ 松阪市 岡本町420 0598-22-0743

65 宮本屋 松阪市 京町一区26-1 0598-51-4569

66 美佳寿司 松阪市 田村町386-12 0598-23-7693

67 麺屋 AZITO 松阪市 愛宕町1丁目38-2 ゆきやテナント 080-4522-1744

68 Mow&Buu(モー&ブー) 松阪市 伊勢寺町595-1 JA松阪ウエストパーク内 0598-58-3801

69 自然生料理本居庵 松阪市 殿町1533-2 0598-22-1283

70 百福 京風担々麺 松阪市 駅部田町1041-1 0598-23-0666

71 やきとり司 松阪市 小津町275-8 0598-56-5157

72 焼肉スタミナ本舗 松阪市 嬉野中川新町4丁目225番地 0598-42-7289

73 割烹旅館八千代 松阪市 殿町1295番地 0598-21-2501

74 山越畜産 松阪豚専門店まつぶた 松阪市 高町220-4 0598-30-8029

75 新懐石やませ 松阪市 山室町2031-3 0598-21-9800

76 雪家 松阪市 愛宕町3-44 0598-21-7479

77 らーめん 月のうさぎ 松阪市 上川町北浦3421-30 0598-28-8500

78 ラ カンティーナ ダ ターキ 松阪市 中央町６２１－３ 0598-51-3367

79 レストランナチュール 松阪市 高町４８６番地２ 0598-51-6875

80 ローゼンボルグ 松阪市 中央町453番地 0598-51-2222

81 若将 松阪市 垣鼻町910ー6 0598-22-0655

82 松阪肉元祖 和田金 松阪市 中町1878番地 0598-21-1188


