
カレーハウスCoCo壱番屋  魚津吉島店 吉島

竹酔堂 釈迦堂

SLOW LIFE 吉島

和食レストラン 万さく 魚津店 本江

ミラージュランド内「珍遊来」 三ヶ

インディラ  魚津店 吉島

party room 上村木

5103（ことさん） 大海寺野村

銀河食堂 掛 上村木

ミラージュランド内「サンタモニカ」 三ヶ

松風庵 島尻

幻魚房 村木定坊割
ホテルルートイン魚津  花々亭 上村木

ステーキマドンナ 上村木

石坂とんかつ店 中央通り

プチマドンナ 宮津

魚津丸食堂 港町

お食事処  柏 双葉町

海の駅蜃気楼内  めん処  はまちょう 村木定坊割

とんかつや 新宿

（株）ホテルニューオータニ高岡  有磯海レストラン下り線 湯上

ココス  魚津アップルヒル店 上村木

大戸屋ごはん処  魚津店 吉島

洋食茶房  プチトマト 釈迦堂

（注）飲食券ご利用の際、おつりは出ません。飲食でのご利用以外は、使用不可。

令和3年4月23日［金］～6月30日［水］まで

カルナの館レストラン  華々 天神野新

海の駅蜃気楼  浜焼きコーナー 村木定坊割

レストランヒロタ 本江新町

𠮷野家  魚津店 上村木

じゃんとこいプレミアム飲食券

■  食堂・レストラン・カレー店・その他  ■

取扱店
一覧

裏面もご覧ください

JANTOKOI  PREMIUM食堂・レストラン・カレー店・その他JANTOKOI  PREMIUM食堂・レストラン・カレー店・その他  ■JANTOKOI  PREMIUM  ■

中国家常菜  竈 吉島

中華料理 御膳香 吉島

台湾美食 釈迦堂

中国菜家  天華 新宿

麺飯店天地人 上村木

キッチン富士 新角川

■  中華料理  ■ JANTOKOI  PREMIUM

コメダ珈琲  魚津店 吉島

お餅屋(有)  源七 六郎丸

シェアカフェ みんなのみなと 三ヶ

ランブレッタカフェ 仏田

ドクターズカフェ  coconowa 本江

セントベリーコーヒー 本江
アンティーク・コーヒー  六蔵 北鬼江

イタリアントマト カフェジュニア 魚津 アップルヒル店 上村木

きつねの散歩道 住吉

bel tempo 中央通り

café & animo 新金屋

コーヒーショップ  サン 新宿

ミスタードーナツ メガドンキ魚津ショップ 住吉

café Ray 北鬼江

SLOW LIFE 吉島

ミラマルシェ 釈迦堂

喫茶モルト 釈迦堂

BAOBAB cafe 釈迦堂

■  カフェ・喫茶店  ■ JANTOKOI  PREMIUM

８番らーめん  魚津店 上村木

梵天楼  坊田製麺所 友道

かすま 新宿

東京苑 北鬼江

らーめん世界 魚津店 上村木

はまべそば店 金浦町

ヌードルハーツ 吉島

ラーメンむてっぽう  魚津店 上村木

やまや 真成寺町

まるたかや  魚津店 吉島

らーめん居酒屋  北海 緑町

二星製麺所  魚津店 住吉

亀頭龍ラーメン 上村木

■  ラーメン店・そば・うどん店  ■JANTOKOI  PREMIUMラーメン店・そば・うどん店JANTOKOI  PREMIUMラーメン店・そば・うどん店  ■JANTOKOI  PREMIUM  ■

ホテルグランミラージュ レストランミラヴェール 吉島

Rigoletto 上村木

フランコベルゴ 釈迦堂

まちかどイタリアンfrontale 上村木
地中海料理 BOQUERIA（ボケリア） 駅前新町

Trattria La Luce 三ヶ

■  洋食・イタリアン  ■ JANTOKOI  PREMIUM

寿司栄 文化町

城寿し 並木町

寿し次郎長 文化町

寿司佐武 文化町

勇寿し 新金屋
小政寿司 上村木

大黒屋寿司店 中央通り

太助鮨 駅前新町

■  す し店  ■ JANTOKOI  PREMIUM

第2弾

※第１弾じゃんとこいプレミアム飲食券は、ご利用できません。



下田温泉 本町

お宿　いけがみ 北山

わび助 新金屋

Bar フォルテ 駅前新町

ao to ao 釈迦堂

彩火くらした 釈迦堂

お問い合わせ先
じゃんとこいプレミアム飲食券事業 事務局
〒937-0067 魚津市釈迦堂1-12-18 4F（魚津商工会議所内）

TEL（0765）22-1200  FAX（0765）23-0120

この一覧は令和3年6月14日時点のものです。
最新の取扱店は左記のQRからご確認下さい。

飲食券が使用できる店舗は、感染症対策を行っております。利用する際は、利用者様ご自身も十分な感染症対策をお願いします。

桃園 釈迦堂

あっぷるぐりむバーンズ  魚津店 大光寺

食道園 釈迦堂
もつ鍋・焼肉  円笑 駅前新町

LAUT 駅前新町

バー・イブ 駅前新町

HANABI 釈迦堂

のえる 駅前新町

夕 釈迦堂

ナイトロビー七歩 釈迦堂

土筆 釈迦堂

ロード  ～道～ 駅前新町

スナック  イレブン 駅前新町

スナック  マリア 駅前新町

プランタン 駅前新町

じゅんさい 釈迦堂

glitter 釈迦堂

すなっく木乃葉 駅前新町

La・Noche 駅前新町

BAR Power GRAN 駅前新町

Liberty 釈迦堂

Daddy's  Bar 駅前新町

焼肉処  十々亭 釈迦堂

炭火焼肉  米沢亭  魚津店 北鬼江

WiLson Bar 上村木

すなっく四季 釈迦堂

RUFFY  TAFFY 駅前新町

Sanku 駅前新町

結 yui 釈迦堂

スナック ザザー 釈迦堂

夜会 釈迦堂

スナック  よこ笛 中央通り

Ranpo 釈迦堂

ろまん亭 上村木

FREE 駅前新町

SNACK ウインク 中央通り

夏恋 駅前新町

スナックDREAM 駅前新町

■  バー・スナック  ■

■  焼 肉店  ■

JANTOKOI  PREMIUM

JANTOKOI  PREMIUM

金太郎温泉  光風閣 天神野新

しゃぶしゃぶ温野菜  魚津店 吉島

和創作 五十嵐 釈迦堂

喜楽 火の宮町

浜多屋本店 末広町

日本料理  海風亭 釈迦堂

日本料理  三玄 駅前新町

増重 駅前新町

和の膳  うらら 駅前新町

スカイホテル魚津  かづみ野 駅前新町

四季料理  悠 釈迦堂

三華久 経田中町

■  日本料理・和食  ■ JANTOKOI  PREMIUM

酒場みやっち食堂 釈迦堂

満更 上村木

やきとりの名門  秋吉  小さか店 新金屋

八っ寸亭 釈迦堂

串揚げ  ぜんろく 釈迦堂

居酒屋  なじみ 経田西町

串焼あっちゃん（仮） 釈迦堂

食道楽まんてん 駅前新町

和牛肴ヒラサワ 上村木

和食処  えん 釈迦堂

まめな家 上村木

居酒屋越中五色ふうぶつし 釈迦堂

居酒屋  語り 駅前新町

酒肴菜  しげ 駅前新町

志庵 上村木

居酒屋  源助 駅前新町

魚清 駅前新町

八坪食堂 釈迦堂

酒房  ひょっとこ 北鬼江

居酒屋  北の庄 文化町

のれん・のれん 駅前新町

魚津町ロケット 釈迦堂

居酒屋え～ちゃん 文化町

浜多屋  魚津駅前店 釈迦堂

ばななのおんがえし 釈迦堂

旬菜  円陣 釈迦堂

魚津ダイニング三三五五 釈迦堂

居酒屋いっぺい 駅前新町

はまや食堂 鴨川町

越中  上原屋 釈迦堂

太鼓判 文化町

JIROKICHI 釈迦堂

酒菜家おあじ魚津店 大光寺

■  居酒屋・酒場  ■ JANTOKOI  PREMIUM


