
いまばりエールプロジェクトいまばりエールプロジェクト

タクバリタクバリはじめましたはじめました

お客様
（テイクアウト利用者）

①テイクアウト商品のデリバリーを

飲食店に注文

②タクシー乗務員から商品受け取り

商品代＋配送料をお支払い

◆お支払いは現金のみ

◆商品代にはいまばりエールクー

ポン（テイクアウトクーポン）

利用可（500円毎に１枚）

飲食店

・タクシー会社に配送依頼

・タクシー乗務員に商品

受け渡し

タクシー会社

・飲食店へタクシーが商品を受け

取り

・タクシーが商品をお客様へ配達

　配送料＋商品代を受け取り

ご
利
用
例
１

2,000円のテイクアウトに、タクバリを利用した場合

テイクアウト商品代金2,000円＋配送料980円（お店からご自宅まで約2.9kmと想定）が

商品代2,000円＋配送料980円－割引き500円＝

2,480円でご利用いただけます

ご
利
用
例
２

2,000円のテイクアウトに、タクバリといまばりエールクーポンを併用した場合

テイクアウト商品代金2,000円＋配送料980円（お店からご自宅まで約2.9kmと想定）が

商品代2,000円＋配送料980円－割引き500円－クーポン1,200円＝

1,280円でご利用いただけます

７月１日から、飲食店のテイクアウト商品をタクシーでご自宅等にお届け
する「タクバリ」を開始します！ 期間は９月30日までの３か月間です。
期間中、配送料には500円の割引きがあり、商品代金にはいまばりエール
クーポン（500円ごとに300円の割引き）をご利用いただけます。
裏面の加盟店舗へお電話で注文いただく際に、「タクバリお願いします」
とお伝えください。

①飲食店に電話で注文

②商品をご自宅等にお届け
　（商品代＋配送料をお支払い）



 駅前　ホルモン 今治市北宝来町2-2-6 23-1129 常盤・日吉 焼肉
 中華居酒屋　りん 今治市大正町2-1-5 35-4398 常盤・日吉 中華
 やきとり物語 今治市馬越町1-2-14 23-0455 常盤・日吉 焼き鳥
 白鳥 今治市北宝来町1-2-6 22-1636 常盤・日吉 和食
 puffee 今治市南大門町1-6-21 090-7623-6780 常盤・日吉 カフェ
 A cup of ナカムラコーヒー  今治市常盤町3-5-2 52-7700 常盤・日吉 カフェ
 久留米ラーメン　光屋 今治市常盤町5-1-18 32-3227 常盤・日吉 中華・ラーメン
 焼肉　高麗 今治市常盤町8-4-16 25-1129 常盤・日吉 焼肉
 阿部商店 今治市松本町2-1-24 77-3213 常盤・日吉 焼肉
 味三 今治市北日吉町1-4-14 25-9217 常盤・日吉 お好み焼・たこ焼
 こっこ家 今治市常盤町6-5-13 33-5591 常盤・日吉 焼き鳥
 心ろく 今治市泉川町2-4-1 34-7878 常盤・日吉 和食
 魚料理　石井 今治市常盤町6-4-21 22-8019 常盤・日吉 和食
 レストラン　びーどろ※ 今治市旭町4-4-8 23-1691 常盤・日吉 洋食
 鳥林※ 今治市南大門町1-6-17 32-1262 常盤・日吉 焼き鳥
 旬彩　いまむら 今治市共栄町2-3-14 32-2910 美須賀・城東 和食
 頼登 今治市末広町2-2-3 25-2558 美須賀・城東 焼き鳥
 漁師ダイニング＆ビアホール ANCHOR※ 今治市恵美須町1-1-17 39-3150 美須賀・城東 洋食
 城下まち※ 今治市末広町4-3-8 31-1296 美須賀・城東 和食
 コリアタウン 今治市祇園町3-1-29 23-5078 立花・鳥生・富田 焼肉
 炭火やきとり　鳥や 今治市南鳥生町2-3-47 33-3807 立花・鳥生・富田 焼き鳥
 ヌーベルテロワール 今治市町谷甲197-3 47-4500 立花・鳥生・富田 洋食
 季節料理　矢満登 今治市土橋町1-2-15 31-1630 立花・鳥生・富田 和食
 白龍 今治市郷本町1-1-15 32-8797 立花・鳥生・富田 中華・ラーメン
 キッチンエム 今治市郷六ケ内町1-5-25 25-1184 立花・鳥生・富田 洋食
 笑屋 今治市高市甲267-2 090-9456-5125 立花・鳥生・富田 お好み焼・たこ焼
 Osteria erie 今治市土橋町1-9-43 39-3182 立花・鳥生・富田 洋食
 しまなみ膳　のり武 今治市喜田村7-7-25 47-1110 立花・鳥生・富田 和食
 iccyo 今治市北鳥生町3-2-4 22-5917 立花・鳥生・富田 居酒屋
 焼肉　遊山 今治市南高下町2-2-33 33-1129 立花・鳥生・富田 焼肉
 焼肉　神戸※ 今治市郷本町1-3-44 24-1363 立花・鳥生・富田 焼肉
 はち八※ 今治市郷本町2-3-8 32-8281 立花・鳥生・富田 焼き鳥
 風音 今治市馬越町2-3-35 33-7337 清水・日高・乃万 和食
 イタリア料理　ウマコシ 今治市徳重71-3 32-6045 清水・日高・乃万 洋食
 酒味工房　つかさ 今治市徳重90-2 24-6878 清水・日高・乃万 居酒屋
 ひつじ家 今治市高橋1190-6 33-3729 清水・日高・乃万 焼肉
 寺町　もりもとや 今治市室屋町4-3-7 31-9031 近見・別宮 和食
 道の駅　よしうみいきいき館 今治市大浜町1丁目丙232番地1 25-7338 波止浜・波方・大西 カンカン焼き
 焼とり　笑栄 今治市大西町脇甲846 53-4039 大西・菊間 焼き鳥
 キッチンほっとベア 今治市大西町宮脇甲16-2 53-5227 大西・菊間 居酒屋
 ますや旅館　オーベルジェ 今治市大西町宮脇甲1416-3 53-2104 大西・菊間 洋食
 手打ちそば　あ庵 今治市玉川町小鴨部甲144-4 36-8080 菊間・玉川 そば
 喜多寿し 今治市宮窪町宮窪2214 0897-86-2170 しまなみ（大島） 寿司・和食
 海宿　千年松 今治市吉海町名駒25 0897-84-4192 しまなみ（大島） 和食
 民宿　名駒 今治市吉海町名駒155-3 0897-84-4172 しまなみ（大島） 和食
 お肉とおそうざい　西屋※ 今治市吉海町八幡109 0897-84-4129 しまなみ（大島） お惣菜
 焼とり　とり吉※ 今治市吉海町仁江１２３ 0897-84-3968 しまなみ（大島） 焼き鳥
 居酒屋　いなかもん※ 今治市吉海町仁江29-1 0897-84-3335 しまなみ（大島） 居酒屋
 焼肉　千草 今治市大三島宮浦5515 0897-82-1231 しまなみ（大三島） 焼肉
 村上井盛堂※ 今治市大三島宮浦5452 0897-82-0029 しまなみ（大三島） 和菓子

 店　舗　名 住　所 T E L エ リ ア カテゴリー

 瀬戸内タクシー 24-2000

 平成タクシー  48-0058

 常盤タクシー  22-0011

 河南タクシー 22-6237

 いずみ交通 48-7707

 高部タクシー 31-0184

 延喜タクシー 22-5144

 第一タクシー 25-2525

 キングタクシー 32-3939

 糸山タクシー 41-8048

 平和タクシー 22-6239

 立花タクシー 23-5141

 新日本交通 24-1111

 新日本自動車交通 25-2233

 新日本第一交通 24-1111

 新日本タクシー 24-1111

 さわやか 33-8855

 日吉タクシー 22-3552

 大西運輸 53-2508

 大西タクシー 53-2054

 波方タクシー 52-2358

 山口運送 41-8080

 別所タクシー 55-3001

 おおしまタクシー 0897-84-2629

 上浦交通 0897-87-2400

 会　社　名 T E L  会　社　名 T E L

タクバリ加盟飲食店

タクバリ参加タクシー会社

いまばりエールクーポンプロジェクト
ホームページ
http://www.oideya.gr.jp/yell/

6月24日現在の情報です。加盟店随時更新中。※の店舗では「いまばりエールクーポン」の利用ができません。

しまなみ海道利用の場合は別途通行料金が掛かります。

上記以外の店舗でのご利用については各店舗にお問い合わせください。

お料理の
注文は

各店舗へ

「タクバリ」に関する
お問い合わせは

今治タクシー事業協同組合
T E L 0 8 9 8 - 2 2 - 6 8 0 0
E-mail tax-k@isis.ocn.ne.jp

「タクバリ」の加盟店を随時募集中！


