恵那市内第三者認証店一覧

◀第三者認証店
の最新情報

※11月18 日現在（順不同）

■大井町

あばらや（26-1465）

あまから（25-3029）

うどん居酒屋橙（25-7118）

えな山（25-8858）

恵那物産館 舟のりば前支店（26-4388） エメラルド（26-4883）

スターバックスコーヒー
恵那峡サービスエリア店（20-0311）

インド・ネパールレストラン
ヒマラヤ恵那店（25-0295）

カフェ・ヴィンヤード（22-9728）

カフェアンドギャラリー
カラオケ喫茶
カバノ レストランディグ（22-9912）

きっちん

クッカリー

こすもす（26-4346）

さかえ屋（26-4388）

さざなみ（25-3310）

スナック・舞瑠努（25-7106）

スナック千（090-6766-8417）

スナック蝶（25-6778）

ダイドーキッチン
恵那シアター店（25-0950）

かんぽの宿

チェリッシュ企画
カフェヴィンヤード（25-3237）

なお（25-4891）

スウィング（26-0006）
信州味噌ラーメン
なかせんどう（26-3151）

ミチ（25-6969）

おぐらうどん（25-5741）
㈱ＥＧＨ 恵那峡グランドホテル
（25-5375）

いつものとこ（26-0356）

恵那（26-4600）

お食事処

金よし（26-3007）

おくど（59-8880）
うたヒコ（25-3180）

ぜんや（26-3363）

だるま寿司（25-2377）

つたや（25-2810）

てっぱん焼みや（25-3546）

でめ（26-4988）

とりあえず吾平

恵那店（20-0690）

とんちゃんや大井（22-9811）

ナイトラウンジ美幸（25-5236）

なにがし恵那店（20-7204）

ぱぁとなぁ（26-1490）

パスタキッチンビアンコ（25-7158）

バナナｄｅござる（26-0581）

パブ

ぱぶ茶屋

ばんばん亭（25-8656）

ひかり食堂（26-2021）

ピザ屋（25-6882）

ふじあいす（25-8112）

フジクック

ほろ酔い処

やっとかめ（25-3119）

やま里（25-7707）

ラウンジ

ラウンジ⿊姫（25-6725）

レストランハトコ（26-3580）

レディーキャット（22-9073）

わかたけ（26-1659）

一福（26-3339）

悦ちゃん（25-2453）

花巴（25-1297）

格安パブ年金族（090-3425-1945）

割烹・民宿おおくら（26-0541）

寄ってっ亭（090-3456-6777）

季節郷土料理湖楽園（25-3056）

季節料理

喫茶

喫茶あさゆり（26-1840）

喫茶レストラン・エール（26-1366）

居酒屋

居酒屋

居酒屋さんぱーる（25-3800）

居酒屋のぞみ（25-6202）

ふるさと（25-3780）

なべちゃん（26-0064）

力（26-1454）
富（26-3745）

ボラカイ（26-1339）

きし（26-1671）

居酒屋＆パブ

真弥（26-5769）

きらく（25-4647）
恵那峡店（25-7337）
路（26-7710）

ほどほど（25-2442）
ラウンジエム（25-5230）

銀の森総合ショップ（59-8880）

恵那園（25-4536）

石窯パン工房（20-2415）

大井宿（26-0581）

大衆割烹

れすとらん夕照の里（26-3131）

恵那峡山菜園（26-3195）

ごはん屋東濃ぐりる（26-3151）

そば処

すなっく夜汽車（25-2555）

味の蔵（26-3151）

五節會（59-8126）

五平餅

山彦（25-3563）

酒房えりい（26-5505）

寿司幸（25-4070）

十字路（26-0715）

重箱食堂「かさね」（0800-200-5095） 松竹（25-2751）

食事処与一（26-0060）

水半茶寮（25-2110）

茶房

中華飯店

翡翠（25-7088）

馳走屋

風車（25-4600）

宝寿司（25-5146）

北海道居酒屋オホーツク（25-5505）

麺屋ささいち（59-9090）

中山道のみ処おか（25-2403）

珈琲セピア（25-3583）

和風レストラン大雪（25-3322）

和洋居酒屋マサキ（25-0308）

和洋亭ますき（25-2667）

旅館いち川（25-2191）

ａｔ’
ｔｓｕｄｉｎｉｎｇ（59-8825）

Ｂａｒ うるる（090-5873-8680）

Ｂａｒｂａｍａｍａ（25-0350）

和食居酒屋

珈琲人（32-1090）

花の里（080-8254-2393） ＡＧＥＮＴＡＸＩＳ（25-8733）

もりはる（25-3752）
宝来（26-2940）

妻籠庵（26-3151）

寛美（26-4996）

いおり（59-4399）

Ｃｈｅｅｒｓ（050-1026-6448）

Ｃｕｏｚｅ（クォーゼ）
（26-2210）

ＤＩＮＩＮＧＢＡＲＤＡＤＡ（25-2980）

ｅａＺｙ（22-9933）

ＬＡＺＯ（59-8600）

ｆｏｒｔｙｓｉｘ（050-5800-7601）

ＬＡＬＡ（26-2078）

ＮＵＱＱＵＥ（25-2118）

Ｈａｎａ（26-5161）

ＲＥＧＩＮＡ（32-1721）

■長島町

あきん亭恵那店（20-5023）

あみ焼

いこい（25-5021）

うさうさ（26-0829）

カフェレスト・マルル（25-2325）

㈲恵那たから（25-5150）

お好み焼一笑（32-1682）

カフェ

アッシュ（090-5609-1885）

珈琲屋らんぷ恵那店（20-0510）

カラオケ喫茶いこい（25-5021）

つげや（25-2057）

カルビ大将恵那店（25-2908）

㈱博時

上海飯店（25-4076）

がんこ亭恵那店（25-0028）

かん太（26-4416）

ココス恵那店（59-8210）

コメダ珈琲恵那長島店（25-7744）

サガミ恵那店（26-5990）

すし勝（25-3703）

ダイドーキッチン正家店（25-6663）

みむら（25-0361）

みむら正家別亭（32-1738）

㈱大廣園（25-2206）

ダイドーキッチン
恵那文化センター店（26-1889）

モグハウス・エンジェル
桜台店（20-0261）

ラーメンハウス
しゅうちゃん亭（25-8931）

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋
恵那長島町店（20-1031）

ミュージックパブ
タイムゾーン（25-7498）

居酒屋

五平餅おぎの（26-3335）

メゾンドゥジャルダン（26-2941）

ｆｒｅｅ ｃａｆｅ ｋｏｋｕｒａ
（090-4861-7078）

巴瀬里（25-9552）

楽や。（25-1212）

居酒屋月代（26-4102）

金寿司（25-7212）

ブロンコビリー恵那店（20-3061）

やきとり達磨（59-8960）

マクドナルド 19 号恵那店（20-0274） ラーメン碧天（26-2100）

音楽酒房ともばぁ（090-7858-7157）

花道

菓子匠

恵那店（26-5544）

吉野家１９号線恵那店（20-6161）

喫茶かるちゃ（26-4744）

喫茶ユーカリ（26-4455）

星乃庄（59-8820）

素材蔵

炭火七輪焼肉炎家（25-5115）

香林坊（26-5911）

讃岐うどんむぎなわ（25-2330）

四季

自家焙煎珈琲ＺＩＺＯ（22-9952）

煮ものや（25-8787）

手打ちうどん

都香沙（25-9007）

本とごはん

二代目晴レル屋恵那店（59-9999）

肉カフェ頂（080-4849-2929）

中山道水戸屋（25-0588）

楓林閣（25-0616）

八百芳（25-2881）

美濃照寿庵（25-1888）

名古屋コーチン とり藤 とき（26-5095） 日本料理おか田（25-8822）

来来亭

酒菜処

すな女（25-0081）

恵那店（26-1300）

三久（59-9399）
さい波（090-2682-5050）
ある日（59-9333）

福吉（25-1287）

そば勝美（26-3068）

和ばる（25-8860）

和洋居酒屋 ａｎｄ ｍｏｒｅ（25-3073） ｃａｆｆ é Ｆｅｌｉｃｅ（25-5316）

ＳＯＲＡ（58-0133）

ｌａ ｐｅｔ
ｉ
ｔｅｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ
ＫＡＳＵＭＩ（22-9361）

■東野

NPO法人ふれんどりー（25-1302）

カラオケ

喫茶

喫茶アルプス（26-4018）

居酒屋・スナック

チトー（26-5008）

国民宿舎

恵那山荘（66-7773）

カフェレストジョイン（28-3025）

■三郷町
カントリーフレンズ

ＮＡＮＨＯＵＳＥ（22-9717）

こぶし（25-2285） 味道てん（25-6910）

Ｂｕｉｌｄ ａ ｂｒｉｄｇｅ
（090-6617-4738）
ブルーベリーの丘 ホピ
山地（26-4776）
（090-3424-2020）

いろりの郷

ぼくんち（25-6617）

やまあかり（28-3168）
ふじ寿し（28-1818）
アイ・エリー（27-3833）

道の駅らっせぃみさと（28-3310）

■武並町

キッチン風（ふう）（28-3179）

一服屋（28-3121）

焼肉ひーさん家武並本店（28-3329）

食飲室

■笠置町

橋本屋商店（27-3032）

日天月天（090-9904-6445）

民宿よしだや（27-3507）

料理旅館鹿之湯（27-3603）

■中野方町

あぜ道（23-2080）

からおけ

なかのほう不動滝やさいの会（23-2166） 喫茶

花一輪（090-1569-7387）

まーま（23-2121）

籠屋（25-7110）

ｙａｍａ５ｙａ（28-2092）

ダイドーキッチン
クリスタルパーク恵那店（68-6615）

たけとんぼ（28-1295）

季の味

クマオン（26-0910）

奈かお（090-8475-0495）

すし繁（23-2268）

そば酒房

橋本屋（23-2620）

■飯地町

食堂あすこ（22-3030）

山びこ（23-2070）

岩村町地域特産物直売所（43-2740）

料理旅館若福（22-3005）

■岩村町

あたらや（090-1861-0970）

あまから（43-2035）

いわやま（43-2840）

神谷家（43-2788）

およねさんの店（43-3421）

Ｃａｆｅ＆Ｒｅｓｔｍａｌｃｅ（43-3707） ＥＳＰＯＩＲ（43-3900）

Ｇｒｅｅｎ Ｈｅｒｂｓ（32-1589）

ｍｉｔｓｕｂａｒ（090-4185-4563）

かぶと（43-5005）

かめや菓子舗（43-2208）

かわい（43-2508）

豆ｃａｆｅ（090-3950-4026）

かんから屋（43-2068）

かんのん屋（43-3556）

キーウエスト（43-2188）

スナック

ハリス（080-4965-0080）

ふる里（43-4418）

みつば（43-5038）

みつや（43-4123）

みはら（43-2731）

やましろや（43-4155）

花林（43-4326）

茅の宿とみだ（43-4021）

岩村茶寮

喫茶カラオケセブン（090-7434-2886）

喫茶ラベンダー（43-3345）

喫茶和（090-2269-0837）

居酒屋Ｂｏｏ（090-6805-5546）

居酒屋殿（43-4606）

弘法屋（090-5947-2325）

山小屋カフェポテトロッジ（43-3200） 寿司幸

松月庵（43-2288）

焼肉・もつ鍋道楽（43-0129）

焼肉まるきん（43-0217）

西尾製麺所（43-4131）

泉源（43-2178）

中華料理

鳥兵（43-2525）

味どころ道恵亭（43-4101）

■山岡町

アイランドカフェ（56-3993）

お食事処野内（56-2700）

かんのん茶屋（56-3366）

マンマカフェ食堂（56-3110）

居酒屋

手打ちそば

ミル（56-3668）

おりづる（56-3329）

岩村やなぎ屋店（43-2550）

林（38-9032）

けいこ（43-2889）

風和厘（32-1602）

福龍（43-3686）

花白の湯（56-2020）

且坐（56-2089）

道の駅おばあちゃん市・山岡（59-0051） おばあちゃんの手づくりの店（56-3304） 山岡駅かんてんかん（56-3140）

■明智町

明智ゴルフ倶楽部（54-3131）

ＡＯＺＯＬＡ ＢＡＳＥ（32-1789）

ＴＥＮＴＥＮ（32-1778）

アミー（54-2001）

庵（54-2276）

庵道（54-4413）

お休み処山小屋（080-6961-0408）

お食事処かわかみ（55-0058）

きぬ寿司（54-2311）

クラシヤ（090-9945-3988）

ことぶき（54-3109）

すし大翔（54-3202）

ほたる（55-0007）

マリーエ（54-2308）

みゆき（54-2081）

もすけ（54-2007）

井の切飯店（54-2370）

喜楽（54-3415）

喫茶シャルマン（54-3544）

司葉子記念館

飯場ふらっと。
（55-0058）

居酒屋縄のれん（54-3195）

新花寿司（54-2802）

大正村浪漫亭（55-0057）

中華料理

■串原

お食事・民宿えがお（52-2010）

くしはら温泉ささゆりの湯（52-3131） サトノキカフェ（52-2020）

さんらく（52-2347）

喫茶ささゆりの里（52-2428）

■上矢作町

アドニスゴルフクラブ（48-3181）

たまごや喫茶らんらん（48-3090）

ふじ吉（47-2620）

小さなＣａｆé Ｚｉ－Ｂａｒ（48-3677）

前ぶん２（090-9940-3245）

朝日屋（47-2022）

道の駅上矢作ラ・フォーレ福寿の里（48-3366）

茶房（32-1723）

天天（32-1462）

田舎料理

いろり庵（54-4514）

