紅茶の世界が
豊かに広がります♪

テラス席は
ワンちゃんもOK！

名古屋を代表する有名パティシエ・田中千

C︱Le cafe Premiere

A︱CAFÉ TANAKA 稲沢文化の杜店

尋さんのカフェサロン、カフェタナ
カ。稲沢のお店は、
「リンゴ」
「食パン」
「コーヒー」
をテー
マとしたライフスタイル
提案型カフェです。自

絶品パフェで知られるプルミエー

名古屋喫茶文化をけん引する、
田中千尋さんのカフェサロン。

家焙煎コーヒーやブリ
オッシュ食 パンなど、
ここでしか味わえない

ルが国府宮に移転リニューアル。

クトティーがぴったりです。

9時から11時まで、
スコーン＆紅茶

A

Map︱

ゼリーのモーニングもスタート！朝
の幸せなひとときをお楽しみあれ。

かふぇたなか いなざわぶんかのもりてん

CAFÉ TANAKA

C

Map︱

る かふぇ ぷるみえーる

Le cafe Premiere

稲沢文化の杜店

稲沢市稲沢町前田255
0587-21-9700
9:00〜18:30
（L.O.18:00）
冬季：9:00〜17:30
（L.O.17:00）
なし

休

稲沢市松下2-12-13
エクセランス森島Ⅱ10a
0587-81-4265
9:00〜17:00
木曜

極上スイーツで美味しいごほうび

極上スイーツで美味しいごほうび

休

フルーツと紅茶が大好きな人に
教えてあげたいおしゃれカフェ。

季節のフルーツをたっぷり使った
デザートには、
フランスからのセレ

特別な食を楽しんで。

誕生日を素敵な日にしたいから、
ホールケーキを50種類以上用意。

こーひーや らんたん

ンな店内で、豊かな時間が

珈琲屋らんたん

過ごせるカフェ。季節ごと
に店主の気まぐれで新メ
ニューに切り替わるので、
行くたびにワクワクするス
イーツが楽しめます。
（ス

休

稲沢市稲島11-20
0587-21-6060
7:30〜17:30
（L.O.17:00）
木曜

D︱珈琲屋らんたん

B︱PATISSERIE Mont-mo-dix

D

Map︱

和と洋を組み合わせたモダ

イーツは13時から提供）

B

Map︱

フランスやホテルで働いて経験を積んだ
オーナー夫妻が、素材を吟味し、美味し
くて優しさのある洋菓子を提供していま

ぱてぃすりー もん・も・でぃす

PATISSERIE Mont-mo-dix

す。
おすすめは、
お客様の笑顔を思い浮
かべながら作る、可愛くてゴージャスな
誕生日ケーキ。
お好みに合わせて、
なんと

休

稲沢市小池4-6
0587-21-4810
9:30〜18:30
月曜・火曜

驚きと楽しさあふれる
新メニューをお試しあれ。

新商品を
お楽しみに♪

かわいいケーキに
顔がほころびます

50種類以上から選べます。

04

05

特製シフォンケーキは、
まるで “絹のくちどけ”。
フランスや有名パティスリーで修行したパ

G

Map︱

る・びすけ

ティシエ夫婦が営む注目の菓子工房。お店

ル・ビスケ

の外観はオーナーの実家がかつて機織業を
営んでいたことから、尾州でよく見られる「の
元食材にこだわり、丁寧な
手仕事で感動を届けて
くれます。

トップパティシエの手仕事、
優しさ溢れる菓子に感動。

休

稲沢市奥田町三十番神7093-18
0587-21-2150
喫茶8:00〜17:00
（ケーキ販売〜18:00）
月曜
（祝日の場合は翌日）

創業42年、地元で愛される洋菓子＆喫茶店。
どのデザートも甘さ控えめで、
ふわふわでしっ

G︱ル・ビスケ

E︱菓子工房ichi

こぎり屋根」がモチーフになっています。地

とりとした繊細な美味しさがあり、珈琲との相
性も抜群です。
「お値打ちで美味しいケーキ

洗練された
お菓子にキュン♡

店」
で知られ、毎月1日は10種類のケーキを

130円で販売しています。

E

Map︱

どれも優しくて
幸せな味♪

かしこうぼういち

菓子工房ichi

台

祖父江町の住宅地にある古民家風喫
茶。落ち着いた空間で、
やすらぎのひと

ときを過ごせます。13時までのモーニン

グはミニサイズのサンドイッチやシフォ

ンケーキなどの盛り合わせ、13時から
は、
きな粉の上に5つの白玉が並んだ
「砂丘のたまご」
が人気です。

ジュースやかき氷、秋はワッフルやオ
朝市のほか、バナナのもぎとり
やピザづくりなどの体験プラ
ン（要予約）も楽しめます。

元祖あつあつ
白玉をどうぞ♡

F

Map︱

みかもこーひー

美甘珈琲

休

稲沢市祖父江町本甲宮前30-3
0587-97-8454
月7:30〜13:00 水〜金7:30〜16:00
土日祝7:30〜17:00
（LO 閉店３０分前）
火曜
（祝日は営業）

H

Map︱

いなざわふるーつえん かふぇばななんぼう

稲沢フルーツ園

カフェばななんぼう

休

稲沢市祖父江町祖父江南方26
inazawafruits.info@gmail.com
9:30〜16:00
（夏は17:00まで）
月曜〜金曜（土・日のみ営業）
※平日は団体受付のみ（10名以上）

トロピカルな
雰囲気を
楽しもう

H︱稲沢フルーツ園 カフェばななんぼう

製フルーツをふんだんに使ったフレッシュ

新鮮なもぎたてフルーツを
たっぷり使ったカフェメニュー︒

F︱美甘珈琲

バナナやパッションフルーツなどを栽培す
る稲沢フルーツ園内のカフェ。夏は自家

リジナルドリンクがおすすめです。

06

極上スイーツで美味しいごほうび

17

たっぷり満足モーニングと
くせになる和風スイーツ︒

極上スイーツで美味しいごほうび

休

稲沢市一色川俣町150-1
0587-36-3488
11:00〜17:30
日曜・月曜、
臨時休業あり

07

ひとりで過ごしたい
居場所見つけた！

モーニングやランチメニューがなく、純粋
に喫茶を楽しむための空間。
ナチュラルな
雰囲気が心を落ち着かせてくれます。
デ
ザートはまるで外国の家庭で出される、
家族のための菓子のよう。
ひとつひとつ丁

11

わいのあるお店です。

おなかを満たし、
心を満たし、生活を満たす。

Map︱

I

きっさしつ いいと

喫茶室 絲

温もりのある
空間で
ほっと一息

薪ストーブのある広々とした空
間は、木の温もりが感じられ、
ひ

ひとりで過ごしたい
居場所見つけた！

とりでもくつろぎやすい雰囲気で
す。11時から16時半の時間帯

Map︱

moku・moku

にドリンクを注文すると、
「本日の

稲沢市清水西川原町80
0587-36-1201
8:00〜17:00
（L.O.16:30）
水曜・土曜

パン」か「本日のケーキ」がつい
てきます。
また、注文を受けてか
らカリっと焼き上げる特製ワッフ

K

もく・もく

休

稲沢市祖父江町森上本郷九19-2
0587-97-6260
8:30〜17:00
（L.O.16:30）
日曜
（祝日は営業）

ル、
日替わりシフォンケーキも人
気です。

パスタを中心としたカジュアルイ
タリアンを楽しめるレストラン。
木
のぬくもりが感じられる空間で、
ゆったりとした時間が過ごせま
す。
こだわりの手作りドルチェは
かわいいお店で
ティータイム♬

毎日5〜7種類用意されているの

ホテル仕込みの美味しいパンと
ハイクラスの料理に感激。

こだわり空間でのんびりカフェタイム

こだわり空間でのんびりカフェタイム

休

K︱moku・moku

I︱喫茶室 絲

時から夕方までの
選べるサービスが
うれしい♡

寧に向き合っていることを感じさせる味

で、
ランチやディナーだけでなく
カフェとしても楽しめます。

L︱&tresse

J︱Café Riecco

イタリアンレストランの
美味しい手作りドルチェ。
パン好きには
たまらない！

Map︱

Map︱

J

かふぇ りえっこ

Café Riecco

休

稲沢市大塚北6-57
0587-81-8887
11:00〜22:00
（L.O.21:00）
第２・４火曜のみ11:00〜17:00
水曜

L

あんどとれっせ

&tresse
豊田合成記念体育館（エントリオ）
にあ
る、
オシャレなベーカリーレストラン。
ホ
テルブーランジェがつくるパンは絶品で
す。
カフェメニューは季節のデザートを

7種類も盛り合わせた素敵なパナシェ

がおすすめ。
イタリアの本格的なエスプ

稲沢市下津北山1-16-4
豊田合成記念体育館
（エントリオ）
1Ｆ
0587-50-8999
11:00〜21:00
（L.O.フード20:00、
ドリンク20:30）
休 月曜
（祝日の場合は翌日）

レッソやカプチーノと一緒にどうぞ。

08

09

庭の景色が最高なんです

田園地帯にぽつんと
あるので、眼 前に広
がるのんびりとした田

M

Map︱

舎の景色に癒されま

こーひー つきた

す。天気が良い日は、

珈琲 月田

休

稲沢市小池4-104-1
0587-96-6902
9:00〜17:00
木曜・金曜

二度楽しめる白玉の味わいに
ほっこり癒される甘味処。

素敵な庭が楽しめる
テラス席も人気です。
こだわりのスペシャル
ティコーヒーは、自家製スイーツと相性抜
群。旬フルーツのジャムなど手作りの美味し
さが味わえます。

O︱甘味茶屋しら玉

甘味はうれしい漬物つき

M︱珈琲 月田

一度知ったら戻れない、
美味しい珈琲とのんびり空間。

O

Map︱

かんみちゃや しらたま

甘味茶屋しら玉

N

町家かふぇ

休

稲沢市稲島東1-44
0587-23-8340
8:00〜19:00
水曜

めてオトク♪手作りのシロップで作ったス
カッシュも爽やかで美味しいです。

バランスよく食べたい派におすすめの和

洋折衷カフェ。20種類あるモーニング

には、マグロの刺身やカニぞうすいと
いった和食メニューもあり、
その日の気
分で選べるのがウレシイ！紅茶やフレン
チプレスで頂くコーヒーなどドリンクも
豊富。

和食派には
うれしいモーニング

P

Map︱

まちやかふぇ

口あたりの良さがあり、冷めていくうちにだ
んごらしい弾力が出てくるので、二度楽し

P︱カフェ＆ダイニング Theはる

ボリューム満点でおなか満足♡
天ぷらや煮魚など豪華ランチが人気！

ふわとろ食感の極上デザート
名物のわらびもちは必食です！

N︱町家かふぇ

黒糖わらびもち
ドリンクの
テイクアウトも人気！

す。茹でたてはふわっとしてやわらかく、

和の雰囲気でくつろぎの時間を

和の雰囲気でくつろぎの時間を

休

稲沢市下津片町105
0587-21-1359
8:00〜17:00
水曜・金曜・第1または第2日曜

お店の外観はごく普通の民家。庭の見え
るお座敷で名物の白玉だんごが味わえま

Map︱

ここの名物は、稀少な本わらび粉を使用
し、
独自の製法で生まれた究極のわらびも

かふぇあんどだいにんぐ ざ はる

カフェ＆ダイニング

ち。
口いっぱいに広がるきな粉の優しい香
り、舌の上でふわっとろっととろける食感
がたまりません！隣にできたお土 産 処
では、
わらびもちやオリジナルス
（MIYABI）

休

The はる

稲沢市北島町江崎7-3
０587-50-5768
7:00〜16:00
日曜・祝日

イーツがたくさんあり、季節の味を楽しむ
ことができます。

10

11

稲沢生まれ稲沢育ち、地元を愛するコックの
お兄さんとパティシエの妹さんの2人で営む

指しています。
ボリューム満点のホットサンド
ランチや手作りスイーツが人気です。

Q

Map︱

はらかふぇ

休

S

Map︱

かふぇ さるーて

カフェサルーテ

休

親子が嬉しい
キッズスペースも♪

稲沢市大塚北9-58-1
0587-22-0300
7:00〜18:00
（L.O.17:30）
火曜
（祝日の場合は営業）

店名の
「サルーテ」
はイタリア語で
「健康」
という意

稲沢市日下部北町3-21-2
0587-81-4343
平日7:00〜16:00、
土日祝7:00〜22:00
月曜

味があり、地元契約農家の食材を使った、野菜
たっぷりのカジュアルな料理を提供しています。
ショーケースには日替わりのデリやスイーツがあ
たっぷり食べて、
キレイにな
り、
テイクアウトもOK。
りましょう！

ボリューム派？ヘルシー派？ 幸せカフェランチ

ボリューム派？ヘルシー派？ 幸せカフェランチ

HARA CAFÉ

女性に人気の
お店です

S︱カフェサルーテ

Q︱HARA CAFÉ

カラフル野菜をたっぷりと♡
身体に優しい手作りごはん︒

はらぺこならココにおいで！
気取らず食べたい
カジュアルランチ︒

カフェ。
キッズルームもあり、
「赤ちゃんからお
じいちゃんおばあちゃんまで愛される店」
を目

焼き立てのパンの香りが漂
う、
おしゃれなベーカリーカ
るランチが人気で、つい食
べ過ぎておなかいっぱいに

R︱にじいろcafe

なってしまうのでご注意を。

美味しいものを少しずつ♡
女子の欲望を満たすプレートランチ。

トランチ。
ランチを利用するとプラス300円で
デザートセットが選べるので、ランチから
ティータイムまで長居してしまうのもナット

つく日はミニクロワッサンの
特売など様々なイベントを

土曜夜のみ
“にじバル”オープン！

人気の「にじいろプレート」は、旬の食材を
たっぷり使った日替わりおかずのワンプレー

0のつく日はゼロマルくん

（冷製のミニデザート）
、
5の

実施中。

R

Map︱

にじいろかふぇ

にじいろcafe

ク！キッズ向けのドリンクやランチもあります。

休

稲沢市祖父江町二俣宮西73-1
090-9194-8283
平日 8:00〜17:00
（L.O.16:00）
土曜 8:00〜18:00
（ティータイム）
18:00〜23:00
（バル）
日曜・月曜

T

Map︱

焼き菓子やケーキも美味しい

美味しすぎて食べすぎ注意!?

T︱INCONTRARE

フェ。
パンのおかわりができ

パンのおかわりができる
絶品ランチ。

いんこんとらーれ

INCONTRARE
休

稲沢市平和町横池中之町198-1
0567-46-5541
8:00〜18:00（喫茶L.O.17:00）
第1・第3水曜

13

W︱パティスリーラルゴ

最高のバランスにこだわり︑
愛されるお菓子たち︒

U︱Papa ORANGE

また食べたくなっちゃう！
見た目も食感も楽しいケーキ︒

おとぎの国のケーキをどうぞ♪

ローズピンクが
目印のおしゃれな
ケーキ屋さん

W

Map︱

U

Map︱

ぱぱ おらんじぇ

家カフェを楽しめるテイクアウトスイーツ

休

稲沢市稲沢町前田4-44-1
0587-24-0003
10:00〜20:00
なし

国府宮駅前のロータリーに面したケーキ

不思議な森をイメージした可愛いケーキ屋さ

パティスリーラルゴ

屋さん。フランス菓子やヨーロッパのお

ん。生クリームたっぷりのミルキーロール、

菓子をはじめ、ホールケーキや焼き菓子

となりのとろとろプリン、クッキー 生 地の

などをフランスやベルギーの素材を厳選

シュークリームなど、楽しさと美味しさを追

し、丁寧に手作りしています。チョコレー

求した定番スイーツが人気です。お気に入り

トケーキや、フルーツを使ったタルト、季

の写真をプリントしたフォトオランジェもおす

休

節によって変わるマドレーヌが人気です。

すめ。

漢方薬膳や美容薬学の資格を持ったパティシ
エール・井上愛梨さんの店。
「せっかく食べる

甘さひかえめ手作りジェラート。
種類豊富なフレーバーも楽しい♪

のなら、美味しく美容や健康に良いものを食べ
たい」という思いから、すべて
グルテンフリー（小麦粉

稲沢市松下1-1-2 国府宮駅ビル1F
0587-23-5313
平日9:00〜21:30
土日祝9:00〜20:00
水曜

家カフェを楽しめるテイクアウトスイーツ

Papa ORANGE

ぱてぃすりーらるご

不使用）
、保存料無添
加の美味しいお菓子
を提供しています。

ぱてぃすりー るみねす

patisserie LUMINESU

休

稲沢市祖父江町高熊西51
0587-87-8727
11:00〜19:00
日曜・月曜、
不定休あり

美容効果など
色彩で説明しています

X

Map︱

こうのみやじぇらーと ゆーぐれな

新鮮なミルクとフルーツたっぷり、専門店の

国府宮ジェラート
ユーグレナ

ジェラートは、
甘さ控えめで後味がさっぱりし

休

14

お土産に”いなッピー
アイスもなか”はいかが！

稲沢市稲島12-61
0587-22-8697
月曜〜金曜14:00〜18:00
土日祝13:00〜17:30
火曜
（11月〜2月は火曜・金曜）

X︱国府宮ジェラート ユーグレナ

V︱patisserie LUMINESU

小麦粉不使用でも美味しい！
身体に優しいケーキをどうぞ。

V

Map︱

手作りジェラートはいかが？ユーグレナの
ているから、ついもう一
口食べたくなってしまう
美味しさ。季節のフレー
バーを中心に、常時30
種類以上の冷んやりス
イーツに出会えます。

15

