
【飲食店】 　

店舗名 営業時間等 備考

明石浦正 明石本店
　電話：078-917-9955
　住所：明石市日富美町14-23
　　　　　メルゼス明石1Ｆ

11：30～14：30、17：00～20：00
　定休日：火曜日

明石菊水　桜町本店
　電話：078-911-3355
　住所：明石市桜町12-22

11：00～14：00、16：00～20：00（L.O.19：00）
　定休日：月曜日

月曜日以外で予約が無い場合は臨時休業と
なることがあります。ご了承ください。

明石菊水 ピオレ店
　電話：078-911-3322
　住所：明石市大明石町1-1-23
　　　　　ピオレ明石　東館

11：00～20：00　(L.O.19:00)
　　※お持ち帰り10：00～（押し寿司、巻き寿司のみ）
　　11：00～（すべてのお持ち帰り商品）
　定休日：ピオレ明石の定休日に準ずる

あかし多幸
　電話：078-911-2241
　住所：明石市本町1-5-17

11：00～14：30（平日）
11：00～17：00（土・日）
　定休日：無休

売り切れ次第終了

明石玉子焼　今中
　電話：078-913-6455
　住所：明石市本町1-3-4

【玉子焼】10：00～20：00
【宴　会】18：00～20：00（酒提供19時まで）
　定休日：木曜日・第2水曜日

明石玉　十三味
　電話：078-924-4438
　住所：明石市西明石南町2-12-3

10：30～13：30（L.O.）、15：00～17：30（L.O.）
　定休日：水・木曜日

明石丁
　電話：078-917-1301
　住所：明石市鍛治屋町4-17

11：30～18：30頃
　定休日：水・木曜日（祝日の場合は営業）

明石の魚　嵜　～SAKI～
　電話：078-945-6994
　住所：明石市本町1-9-7

【店内飲食】（ランチ）11：30～15：00
　　　　　　（ディナー）15：00〜20：00（酒提供19：00まで）
【テイクアウト】11：30〜20：00※19：00受付終了
　定休日：不定休

明石みつぼし
　電話：078-911-3381
　住所：明石市本町1-2-4

11：30～15：00、17：00～20：00（L.O.19：00）
　定休日：日曜日

明石焼　よし川
　電話：078-911-8311
　住所：明石市本町1-2-16

10：00～17：00（売切次第終了）
　定休日：不定休

明石夢工房　西明石店
　電話：078-929-1188
　住所：明石市花園町3-13

11：00～20：00（酒類提供は19：00まで）
　定休日：火曜日

うえむら寿司
　電話：078-917-0588
　住所：明石市大蔵天神町22-25
　　　　　シーサイドパレス錦明館1階

10：00～19：30
　定休日：2/18（木）、25（木）3/4（木）

魚菜酒蔵だいがく
　電話：078-941-2277
　住所：明石市魚住町清水2437-3

11：30～14：00　17：00～20：00（L.O.19：00）
　定休日：月曜日



【飲食店】 　

店舗名 営業時間等 備考

お好み　しまちゃん
　電話：078-914-1166
　住所：明石市東仲ノ町3-25　アスピア明石東館1F

11：00～13：00、17：00～20：00
　定休日：日・月曜日※臨時休業の場合あり

お好み鉄板笑家　まるふじ
　電話：078-940-9895
　住所：明石市大久保町大窪342-1

臨時休業（～3/7）

お好み焼道場
　電話：078-911-8084
　住所：明石市大明石町1-6-1　パピオスあかし1F

11：00～20：00
　定休日：無休

お好み焼き、焼そば、鉄板焼　こて屋
　電話：078-917-3717
　住所：明石市大明石町1-6-1　パピオスあかし1F

11：00～20：00
　定休日：木曜日

御料理・仕出し　図子
　電話：078-943-0500
　住所：明石市二見町西二見591

【出前：要予約】9：00～19：00
【店内飲食】休業
　定休日：不定休

割烹　杉本
　電話：078-912-1254
　住所：明石市鍛治屋町3-26

16：00～20：00（L.O.20：00）
　定休日：日曜日

かね正
　電話：078-911-2177
　住所：明石市相生町1-10-16

11：00～19：00（L.O.17：30）
　定休日：不定休

かねひで
　電話：078-912-2194
　住所：明石市本町1-5-20

【平日】11：00～15：00、【土日祝】　11：00～17：00
　営業日：2/10（水）、17（水）、18（木）、25（木）、3/4（木）

cafe+cake chiffon
　電話：明石市太寺2-11-20
　住所：078-917-3608

11：00～19：30
　定休日：日・月・火曜日

広東料理　春華
　電話：078-927-1800
　住所：明石市松の内2-2
       ホテルキャッスルプラザ地下1F

2/25（木）まで臨時休業
2/26（金）以降　11：30～14：30、17：30～20：00
　定休日：月・木曜日

カンポフェリーチェ
　電話：078-924-2177
　住所：明石市松の内2-2
       ホテルキャッスルプラザ2F

2/19(金)～営業再開　11：00～14：30、17：00～20：00
　定休日：なし

菊水鮓
　電話：078-911-3513
　住所：明石市桜町11-6 （国道2号線沿い）

11：00～14：00、17：00～20：00
　定休日：木曜日・第3水曜日

菊水鮓西店
　電話：078-928-7157
　住所：明石市松の内1-4-15

【～2/13】12：00～14：00、17：00～20：00
【2/14～3/7】臨時休業
　定休日：木曜日



【飲食店】 　

店舗名 営業時間等 備考

ぎょうざ一番
　電話：078-922-4948
　住所：明石市西明石南町2-13-7

11：30～13：45（L.O.13：30）、16：30～19：30（L.O.19：00)
　定休日：日・月曜日

喜楽
　電話：078-911-2791
　住所：明石市本町1丁目3-18

11：00～14：30、16：30～20：00（L.O.19:00)
　定休日：火曜日・第2、第4水曜日

串処　満蔵
　電話：078-914-2200
　住所：明石市大明石町1-13-33

【月～土日・祝日】11：00～14：00
【終日】17:00〜20:00（L.O.19：30） （酒類提供は19：00まで）
　定休日：日曜日午前のみ

こだま
　電話：078-913-0160
　住所：明石市大明石町1-1-23
         ピオレ明石東館1Ｆ

11：00～20：00（L.O.19:30）
　定休日：ピオレ明石の定休日に準ずる（2月16日、3月は無休）

ZAZAZA
　電話：078-913-3009
　住所：明石市大蔵海岸通1大蔵海岸海峡公園内

3/5（金）まで臨時休業
3/6（土）以降【平日2部制】11：00～15：00　17：00～20：00 【土日祝】11：00～20：00
　定休日：なし

酒肴六角亭
　電話：078-928-6969
　住所：明石市松の内2-2
　　　　ホテルキャッスルプラザ地下1F

緊急事態宣言の解除まで休業

さぶちゃん
　電話：078-920-9255
　住所：明石市大久保町大久保町880-1

臨時休業（～3/7）

山陽亭
　電話：078-911-3153
　住所：明石市本町1-6-12

11：30～15：00、17：00～20：00
　定休日：日曜日

シャトーメール
　電話：078-912-2111
　住所：明石市大明石町2-1-1
　       グリーンヒルホテル明石2階

朝食のみ営業7：00～9：30　※バイキング形式でなく、セットメニューで提供
　定休日：無休

宿泊者以外にも利用可能
ランチ・ディナー休業　再開未定

鮓　希凛
　電話：078-918-3737
　住所：明石市本町1-2-15 (明石 魚の棚商店街の
中)

11：30～14：30、17：00～20：00（酒類提供は19：00まで）
　定休日：木曜日

鮨　匠
　電話：078-919-2486
　住所：明石市樽屋町3-3 梅田ビル2F

11：30～14：00、17：00～20：00（酒類提供は19：00まで）
　定休日：月曜～金曜日

寿し竹
　電話：078-911-8567
　住所：明石市桜町12-6

11：30～14：00、17：00～20：00（酒類提供は19：00まで）
　定休日：日曜・不定休



【飲食店】 　

店舗名 営業時間等 備考

鮨豊
　電話：078-936-9933
　住所：明石市大久保町駅前2-1-9
　       ホテル大久保1F

11：30～15：00、17：00～20：00
　定休日：不定休・火曜日

鮨　和
　電話：078-923-4470
　住所：明石市小久保2-1-1 ＹＳビル1Ｆ

臨時休業（当面の間）

鮓　廣嶋
　電話：078-936-0303
　住所：明石市大久保町大窪237

11：30～14：00（L.O.13：30）、17：00～20：00
　定休日：木曜日・第3水曜日※予約状況により臨時休業あり

ステーキハウス葵
　電話：078-924-5444
　住所：明石市松の内2-2
       ホテルキャッスルプラザ2階

11：00〜14：30、17：00〜20：00
　定休日：不定休

ディナーは要予約

宅配弁当館ひのき
　電話：078-965-8806
　住所：明石市魚住町清水151-4 Ｂ棟102

8：00～20：00(L.O.19：00)
　定休日：年始

竹鶴
　電話：078-927-3691
　住所：明石市松の内1-4-18

臨時休業（～3/7）

たこ磯
　電話：078-914-5103
　住所：明石市本町1丁目1-11

10：00～18：30
　定休日：なし

たこ磯別館
　電話：078-913-5656
　住所：明石市本町1丁目7-14
　　　　(魚の棚商店街内べんてん通り)

11：00～17：00
　定休日：無休※臨時休業の場合あり

たこ丸本舗
　電話：078-585-8272
　住所：明石市魚住町清水2188-2
　　　　　木谷マンション103号

11：00～20：00
　定休日：無休

玉子焼専門店　松竹
　電話：078-912-0091
　住所：明石市大明石町1-6-1
　       パピオスあかし1Ｆ

11：00～19：00（L.O.）
　定休日：水曜日

玉子焼 田村
　電話：078-943-5579
　住所：明石市二見町東二見417

11：00～19：00
　定休日：月曜日

中國菜　おおつか
　電話：078-918-6051
　住所：明石市本町1-4-16

【平　日】11：00～14：00（L.O.）、17：00～20：00（L.O.19：00）
【土日祝】11：00～15：00（L.O.）、17：00～20：00（L.O.19：00）
　定休日：木曜日 (祝日は営業) ※変更の場合あり



【飲食店】 　

店舗名 営業時間等 備考

TTT
　電話：078-917-0091
　住所：明石市明石公園1-27

【平日】11：00～15：00【土日祝】11：00～16：00
　定休日：なし

天府真味
　電話：078-915-2108
　住所：明石市東仲ノ町6-1
　       アスピア明石北館3階

11：00～20：00
　定休日：なし

ながさわ明石江井島酒館
　電話：078-948-2060
　住所：明石市大久保町西島1194

【平　日】11：00～15：00
【土日祝】11：00～15：00、17：00～20：00
　定休日：なし

日本料理　赤石
　電話：078-924-9188
　住所：明石市松の内2-2
　　　　ホテルキャッスルプラザ地下1F

2/25（木）まで臨時休業
2/26（金）以降　11：30～14：30、17：30～20：00
　定休日：月・火曜日

冨士吉本店
　電話：078-911-3474
　住所：明石市本町2-6-16

【平　日】11：00～20：00
【土・祝】11：00～15：00、17：00～20：00
　定休日：日曜日

ふなまち
　電話：078-912-3508
　住所：明石市材木町5-12

10：30～18：00
　定休日：木曜・金曜日（2/11は営業）

みどり食堂
　電話：078-911-3579
　住所：明石市本町1丁目12-11

【火・水・土曜日】9：30～15：30、17：00～19：30
【木・金・日曜日】9：30～16：00
　定休日：月曜日

みなと食堂
　電話：078‐911-2681
　住所：明石市本町1‐19‐7

8:00〜18:30（L.O.）
　定休日：火曜日・第1、第3月曜日

その他不定休（2/12、18、28）

都きしめん明石本店
　電話：078-917-3851
　住所：明石市大明石町1-1-23
　       ピオレ明石東館1階

11：00～20：00（L.O.19：00）
　定休日：2/16　ピオレ明石の定休日に準ずる

Live house & Restaurant POCHI
　電話：078-911-3100
　住所：明石市本町2-1-1
　       インティビル地下1階

17：30～20：00（酒提供19時まで）
　定休日：月・火曜日

2月5日（金）・2月27日（土）は臨時休業

レストラン＆ライブバー
イマジンウエストオーシャン
　電話：078-922-0118
　住所：明石市松の内2-7-2

17：00～20：00（酒提供19：00まで）
　定休日：火曜日（月曜休みの場合あり）

レストラン・バー　オオタニ
（スタンディングバー・オオタニ）
　電話：078-911-5181
　住所：明石市本町2-5-14

11：30～19：00
　定休日：日曜日

月曜日は臨時休業の場合あり

※掲載の承諾があった会員店舗、または公式サイト等に情報が掲載されていた会員店舗を掲載しています。

　掲載している情報は、確認日時点での情報であるため、最新情報につきましては、各店舗へご確認ください。

　掲載されていない店舗などにつきましては、直接お問い合わせください。


