てんまやみのり会

もだんコースランチ券ご利用可能店舗
2018.01

店舗名

岡
山
天
満
屋

岡
山
地
区

倉
敷
地
区

福
山
天
満
屋

電話番号

定休日

ランチタイム

カフェ モロゾフ

2階

086-231-7218

百貨店に準じます

午前11時〜午後2時

京甘味 文の助茶屋

3階

086-231-7376

百貨店に準じます

午前11時〜午後2時30分

カフェコンフォート

5階

086-231-7548

百貨店に準じます

午前11時〜午後2時

ファミリーレストラン

7階

086-231-7705

百貨店に準じます

午前10時〜午後2時

プチ・フルール

7階

086-231-7772

百貨店に準じます

午前11時〜午後2時

アフタヌーンティー・ティールーム 2階ビーウィング

086-231-7152

百貨店に準じます

終日
午前11時〜午後2時30分

ランチレストラン プチアンジュ

ビーウィングⅡ3階

086-231-7806

百貨店に準じます

カフェコムサ

県庁通り館2階

086-232-5310

百貨店に準じます

午前10時〜午後3時30分

米米

てんちか FOOD GARDEN

086-212-3355

百貨店に準じます

終日

天壱

てんちか FOOD GARDEN

086-231-7759

百貨店に準じます

終日

とりそば太田

てんちか FOOD GARDEN

086-231-7735

百貨店に準じます

終日

キッチンかいぞく

てんちか FOOD GARDEN

086-231-7739

百貨店に準じます

午前11時〜午後3時

吾妻寿司

もだん特別
ランチメニュー

事前予約

補足事項
数量限定メニューはできるだけご予約
をお願いします。

ランチメニューは3〜5種類（1,300円〜1,500円）
メニューと価格は月や曜日によって変わります。

もだんレディースセット
（オムライスランチ＋スープ）

1,000円

てんちか FOOD GARDEN

086-231-7703

百貨店に準じます

終日

海鮮山千（晴れの国キッチン催事コーナー） てんちか FOOD GARDEN

086-231-7755

百貨店に準じます

終日

パンケーキカフェ gram

てんちか FOOD GARDEN

086-206-5369

百貨店に準じます

午前10時〜午後2時

ベリーベリースープ

てんちか FOOD GARDEN

086-231-7723

百貨店に準じます

午前11時〜午後5時

ホテルリマーニ

瀬戸内市牛窓町牛窓3900

0869-34-5500

無し

午前11時30分〜午後2時

串揚 山留

岡山市北区天神町1-16

086-224-6886

日曜

午前11時〜午後2時15分

京の味 桜川

岡山市北区丸の内1丁目12-6

086-234-0606

日曜・祝日

午前11時30分〜午後2時

要（前日まで）

1日限定30食

日本料理 穂浪

岡山市北区蕃山町7-31

086-221-8055

火曜（ランチは木曜〜日曜のみ）

午前11時30分〜午後1時30分

要（前日まで）

一口ビールまたはウーロン茶を1杯サービス

れんが亭

岡山市北区駅元町28-13

086-251-1150

火曜

午前11時30分〜午後2時

大日亭駅前本店

岡山市北区駅前町
2丁目6番21号

086-235-8929

無し

午前11時30分〜午後2時

岡山市北区富田175-9

086-201-8929

無し

午前11時30分〜午後2時

焼肉レストラン大日亭 津高店

岡山市北区津高659-1

086-255-8929

水曜

午前11時30分〜午後2時

串揚専門店 串兵衛 胡同

岡山市北区表町1-1-5

086-222-2994

無し

午前11時〜午後2時30分

タベルナ

岡山市北区幸町3-9
第2友沢ビル1階

要（前日まで）

土日祝日のランチは午後2時30分まで。

焼肉レストラン大日亭 青江店

レオーニ

倉
敷
天
満
屋

住所

岡山市北区絵図町9-40

086-234-8617

月曜（月曜が祝日の場合、翌火曜） 午前11時30分〜午後2時

086-255-7772

月曜（他不定休）

午前11時30分〜午後2時

ノッカ

6階

086-423-0141

百貨店に準じます

午前11時〜午後3時

温野菜

6階

086-430-0831

百貨店に準じます

午前11時〜午後3時

又来軒

6階

086-426-2670

百貨店に準じます

午前11時〜午後2時30分

はむら

6階

086-426-2648

百貨店に準じます

午前11時〜午後3時

すぎ茶屋

6階

086-426-2637

百貨店に準じます

午前11時〜午後10時

せとうち児島ホテル

倉敷市下津井吹上303-53

086-473-7711

無し

午前11時30分〜午後2時

食事処 鶴形

倉敷市中央1-3-15

086-424-1635

月曜

午前11時〜午後2時

割烹 山部

倉敷市鶴形1丁目1-20

086-441-2525

不定休

午前11時30分〜午後3時

マーク・オーレ・カフェ 玉島店

倉敷市玉島1952-6

086-523-5366

無し

午前11時〜午後2時30分

鉄板焼 カンナ

倉敷市阿知2丁目21-12

086-427-1214

日曜

午前11時30分〜午後1時

中国料理 娘娘

倉敷市中島2370-118

086-465-9676

無し

要（前日まで）
4,000円

要（前日まで）

目の前の鉄板で焼立てを賞味。
千屋牛ミニステーキ他

午前11時30分〜午後2時

MARIA中庄店

倉敷市松島

086-462-0908

月曜

午前11時〜午後3時

イタリア料理 グランカッロ

倉敷市西中新田632-1

086-427-1178

月曜（月曜が祝日の場合、翌火曜） 午前11時30分〜午後3時

Premier -プルミエ-

倉敷市中央1-5-13

086-422-3600

水曜

午前11時30分〜午後2時30分

ボンヌフ

倉敷市上東516-7

086-462-8300

水曜

午前11時〜午後2時

松葉食堂

8階

084-927-2820

百貨店に準じます

午前10時30分〜午後9時

ながの

8階

084-927-2818

百貨店に準じます

午前10時30分〜午後9時

豆風花

8階

084-927-2828

百貨店に準じます

午前10時30分〜午後9時

又来軒

8階

084-927-2829

百貨店に準じます

午前11時〜午後2時30分
午前11時〜午後8時

オッティモ

8階

084-927-2822

百貨店に準じます

午前10時30分〜午後6時

喫茶コンフォート

8階

084-927-2812

百貨店に準じます

午前10時30分〜午後9時

モロゾフ

3階

084-927-2331

百貨店に準じます

午前10時〜午後2時

アフタヌーンティー・ティールーム

2階

084-927-2367

百貨店に準じます

午前10時〜午後7時

特別メニューは
シェフおまかせのフルコースランチ。

3,000円

3,000円
4,000円以上
コース

特別メニューは前日まで

烏龍茶1杯付（3,800円相当コース）

特別メニューは前日まで

更に1品サービス

裏面にもございます。

店舗名

備
後
地
区

電話番号

定休日

ランチタイム

もだん特別
ランチメニュー

事前予約

補足事項
当店オリジナル漢方5種の
薬膳スープをご賞味ください。

膳夫 髙木 船町店

福山市船町6-10

084-923-3030

無し

正午〜午後3時

3,000円

要（前日まで）

まごころ料理 ふな家

福山市船町6-4

084-923-2785

日曜（第1、第3）不定休

午前11時30分〜午後2時

1,000円

ステーキ定食を1,000円で

ヴェルデュ都

福山市蔵王町3916-12

084-941-9653

不定休

午前11時30分〜午後2時

要（前日まで）
特別メニューは2日前まで

ステーキ懐石 都春日

福山市春日町2丁目2番43号

084-941-9269

不定休

午前11時30分〜午後2時

都 あけぼの

福山市曙町3丁目4番12号

084-954-3863

不定休

午前11時30分〜午後2時

ピッツェリア ドマーニ

福山市向陽町1-1-6

084-955-6965

火曜（火曜が祝日の場合、翌水曜） 午前11時30分〜午後2時

エルバ

福山市明治町1-5

084-926-1578

日曜、第2月曜（ランチは火・木・土のみ） 午前11時30分〜午後1時30分

レストラン 一（はじめ）

福山市千田町2丁目13-8

084-955-7780

火曜

午前11時30分〜午後2時

2,000円

特別メニューは前日まで

ワンドリンク付きのスペシャルコース

ビストロ メゾン ドゥ・シェフ

福山市三之丸町8-25

084-973-8337

月曜、第2日曜

午前11時30分〜午後2時30分

3,000円

特別メニューは2日前まで

特別メニューはフルコーススタイルで、
デザートがお選びいただけます。

3,000円
4,000円

特別メニューは前日まで

通常のランチコースに
お好きなドリンク1杯サービス。

よいえびす

広島県三原市宮浦5-6-21

0848-67-1060

火曜

午前11時30分〜午後3時30分

宮徳

広島県尾道市久保
2丁目23-16

0848-37-3652

水曜

午前11時〜午後2時

レストラン ロセアン

広島県尾道市
潮見町6-11

0848-20-1220

月曜（月曜が祝日の場合、翌火曜） 午前11時30分〜午後2時

The Restaurant

広島県尾道市
西御所町5-11

0848-21-0563

無し

午前11時30分〜午後2時30分

尾道レストラン
レスポワール ドゥ・カフェ

広島県尾道市
西御所町14-5

0848-24-1154

火曜

午前11時〜午後4時

サイゼリア

4階

082-501-3920

百貨店に準じます

午前11時〜午後10時

ちから

4階

082-501-2701

百貨店に準じます

午前11時〜午後8時

酔心

4階

082-501-1801

百貨店に準じます

午前11時〜午後10時

三国苑

4階

082-501-1802

百貨店に準じます

午前11時〜午後10時

都コーヒーサロン

3階

082-501-3379

百貨店に準じます

午前10時〜午後8時

一福

2階

082-501-1606

百貨店に準じます

午前10時30分〜午後8時

アントステラ

2階

082-501-1209

百貨店に準じます

午前10時〜午後8時

パパスカフェ

2階

082-501-1884

百貨店に準じます

午前10時〜午後8時

パスタ＆グリル UNO

1階

082-501-1510

百貨店に準じます

午前11時〜午後10時

珈琲讃歌

1階

082-501-1526

百貨店に準じます

午前10時〜午後8時

マリオエスプレッソ 緑井天満屋店

広島市安佐南区
緑井5丁目22-1 1階

082-876-4956

百貨店に準じます

午前11時〜午後3時

ゾーナイタリア 古田台

広島市西区
古田台２丁目10-29

082-527-2311

無し

午前11時〜午後3時

イタリア料理 ラ・セッテ

広島市中区
広瀬北町2-28-1

082-297-1207

月曜

午前11時30分〜午後2時

トラットリア ヴィアーレ

広島市中区大手町3-3-1
ホテルサンルート15階

082-244-3069

不定休

午前11時30分〜午後3時

日本料理 吉水

広島市中区大手町3-3-1
ホテルサンルート15階

082-244-3069

不定休

午前11時30分〜午後3時

広島市西区草津新町2-8-7 082-276-5223

月曜、不定休

午前11時30分〜午後3時

ブッフェレストラン ブリッジ

広島市東区若草町12-1
シェラトンホテル広島６階

082-262-7111

無し

午前11時30分〜午後2時30分

日本食 雅庭

広島市東区若草町12-1
シェラトンホテル広島７階

082-262-7111

無し

午前11時30分〜午後2時30分

トラットリア エ ピッツェリア ナプル

広
島
地
区

住所

広島市中区榎町10-23

082-291-6340

水曜

午前11時〜午後8時

むさし 胡店

むさし 土橋店

広島市中区堀川町5-19

082-247-6340

水曜

午前11時〜午後7時

むさし 本通店

広島市中区本通4-15

082-247-6341

水曜

午前11時〜午後7時

むさし 宝店

広島市中区宝町4-5

082-249-6340

水曜

午前11時〜午後7時30分

むさし 横川駅店

広島市西区横川3-2-30

082-293-6340

不定休

午前8時〜午後8時

むさし 三滝店

広島市西区三滝本町2-6-9 082-238-6341

水曜

午前11時〜午後4時

むさし 西広島駅店

広島市西区
己斐本町1-11-1

082-507-6341

不定休

午前8時〜午後8時

広島市南区松原町1185

082-261-0634

不定休

午前10時〜午後8時30分

広島県山県郡北広島町
都志見2609

0826-84-0634

水曜

午前11時〜午後3時

むさし 新幹線店
むさし どんぐり村店

ランチ以外でのご利用可

要（3日前まで）

1,000円

要（前日まで）
3,000円

要（2日前まで）
特別メニューは5日前まで

旬の素材を生かしたイタリアン料理

要（メニューによる）

●以下の点について、詳細は各店舗へお問合せください。
※ランチタイム内にラストオーダーの時間がある店舗があります。
※定休日以外に年末年始の休日がある店舗があります。
※特別メニュー提供店舗については、予告なしにメニューが変わる場合があります。
●ランチ券は、お釣銭は出ませんのでご了承ください。

お申込み・お問合せは各店の天満屋みのり会カウンターへ

みのり会

岡山本店 6階 086-231-7321／倉敷店 地階 086-426-2124／福山店 4階 084-927-2655／アルパーク店 3階 082-501-1718

天満屋みのり会サービス株式会社
〒700-8625 岡山市北区表町 2-1-1

