A‒1

B‒2

信州善光寺より
「善光寺
如来」の分身を迎え、明
治44年に創建されまし
た。
本 堂 の「 極 楽 戒 壇めぐ
り」は、極楽浄土の荘厳が
安置してあります。また、
尾張七福神巡りの一つ福
禄寿が祀られています。

A‒1
１人240円

E‒2

稲沢市出身でパリを中心に活躍した、画家
荻須高徳の功績をたたえるため、また、市民
の美術文化振興に寄与することを目的として
稲沢公園に建設されました｡常設展と、パリ
で使用していたアトリエの復元施設等を鑑賞
することができます。
〔開館時間〕9：30〜17：00（入館は16：30まで）
〔休館日〕月曜日
（祝日の場合は翌日）
祝日の翌日、年末年始(12月29日〜1月3日）、
はだか祭の日

E‒3

E‒3

由緒ある歴史を誇る性
海寺の境内は整備されて
「大塚性海寺歴史公園」
となり、あじさいが約
90種類1万株植栽されて
おり、あじさい寺として
有名です。多宝塔と本堂
が重要文化財です。

E‒2

E‒2

赤池居道

尾張地方の総鎮守神、農商業
の守護神、厄除神として広く信
仰されています。旧暦の正月
13日には、天下の奇祭である
「はだか祭」が行われます。楼門
と拝殿が重要文化財です。

4月20日〜29日
国府宮神社参道

サリオパーク祖父江

治郎中

山崎小

⑩ 松寿司（国府宮店）

㉑ ユーグレナ

㉒

愛知啓成高

⑫

稲沢夏まつり

⑬

8月下旬
サリオパーク祖父江

西島本町

⑤

愛知文教女子短大

稲沢商工会議所
稲沢市観光協会
（産業会館）

⑪

⑧

26
◯

⑳

安楽寺（船橋）

稲沢駅東

32
◯

稲中

30
◯

㉓

稲東小

㉝ 和陽館

29
◯

下津下町西

名古屋文理大学
文化フォーラム
（市民会館）

⑭

⑬

⑩ 松寿司（本店）

⑮ カフェタナカ

⑲

⑱

28
◯

⑯ 亀吉松

横地四丁目

㉔
㉕

31 モン・モ・ディス
◯

34 Kitahachi
◯

36
◯

⑬
稲沢市民病院

㉖ 鶴べ（別館）
⑨

27
◯

いなざわ
特別支援学校

メタウォーター
下水道科学館あいち

35
◯

L 安楽寺

（奥田）

A‒3

高重東町
本尊の子安延命地蔵尊は、1300年前
に行基菩薩の真作、日本三体地蔵の一つ
で、安産や病気平癒、学業成就などの霊
験あらたかなお地蔵さんとして、参拝者
が絶えません。また、尾張七福神めぐり
の一つ大黒天が祀られています。

C‒3

28
◯

⑰

メタウォーター
下水道科学館あいち

㉒

⑦
北麻績町

⑲
26 鶴べ（本店）
◯

坂田小学校
明治なるほどファクトリー愛知

⑳

⑱
C‒5
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C‒4

旧平和支所前の水路を南へ、
日光川左岸堤まで。その日光川
左岸堤を下流へ、須ヶ谷川まで。
そして須ヶ谷川両岸を北へ上流
の平和中央公園北まで。
総延長2800メートルを桜並木
で繋いでいるのが「桜ネックレ
ス」です。品種が多く、3月中
旬から4月下旬までの長い期間、
楽しめるのが特徴です。

水中運動に特化したバー
ディプールやトレーニングジ
ム・お風呂・児童館などがあ
り、子供からお年寄りまで三
世代が楽しめる複合施設で
す。
〔開館時間〕9：00〜21：00
〔休館日〕 火曜日（祝日の場合
は翌日）、年末年始(12月29
日〜1月3日）、特別休館日

C‒4

29
◯

L

稲中

30
◯

E‒4

D‒3

安楽寺（奥田）
真言宗豊山派の寺院で、奈良時代に
行基によって創建されたと伝わる。収蔵
庫に保管される阿弥陀如来三尊は、平
安末期の作で重要文化財に指定されて
おり、尾張地方に残る定朝風作例中出
色のものです。

㉓
六輪小

C‒5

織田信定が永正年間（1504年〜1521
年）に築いた平城で、その孫の織田信長は
この城で産まれたと言われています。

D‒3

F‒2

ロ

安楽寺（船橋）

重要文化財「木造十一面観音
立像」を始め、５躯の像があ
る。

ハ

円光禅寺

萩寺として有名。23種約
200株の萩が楽しめる。毎年、
春と秋には境内を埋めつくし
ている。

ニ

国分寺

木造伝覚山和尚坐像をはじめ２躯
の木造釈迦如来坐像、木造伝熱田
大宮司夫妻坐像2躯が境内の収蔵
庫に保管され、重要文化財に指定
されている。

768年に称徳天皇の
命により､慈眼上人が創
建した古刹で､境内には
重要文化財である多宝
塔､鎮守堂等の堂宇があ
ります｡また､ぼたん寺
で知られています｡境内
一円には約700本の各
種 ぼたん が例年4
月下旬に一斉に花が咲
き揃います。

F‒3

地蔵堂（重要
文化財）の中に
は、重要文化財
の「鉄造地蔵菩
薩立像」が納め
られており、こ
の地蔵は、世
の中に悪いことが起こる前になると全身に
汗をふきだし、人々に知らせるという言い
伝えがあり
「汗かき地蔵」とも呼ばれてい
ます。

F‒3

ここに安置されている
「木造虚空蔵菩
薩坐像」
は重要文化財に指定されており、
大変美しい姿をしていますが、25年
に１度しか拝むことができません。

11
営業

11：30〜14：00・17：00〜21：00

営業

定休日：水曜日

夜のみ完全予約制

25種類のランチMENUからお選びいただけます。
（ドリンク・デザート等サービス多数）

●こだわりランチ各種

握り、ちらし 他 …………………………………………………………………………… 972円から

…………………………………………………………… 1,080円より

●定食 天ぷら、エビフライ、カツ、刺身 他 …………………………………………………… 1,080円から

●宴会・食事会・店主おまかせ料理

●会席料理 旬の食材を使用（要予約） ………………………………………………………… 3,240円から

少量多品目、和牛肉料理、お刺身、地魚等 特選素材盛りだくさん、
味・素材・価格にとことんこだわっています。

●鴨料理 天然の鴨を使用（焼鳥、鍋）（11月15日〜2月 要予約）………………………… 4,320円から

…………………………………………………………… 3,000円より

＊祝事、法事、忘年会、新年会、各種会合等に御利用ください。＊マイクロバス有
（全100席〈いす席50〉個室あり

（席数：45席

駐車場：20台、マイクロバスバス3台、大型バス2台可）

いなッピーアイスもなか

駐車場：12台）

12

御菓子所 花乃屋
営業

8：00〜19：00

営業 11：00〜14：00・17：00〜21：00（20：30 O.S） 定休日：水曜日・第3木曜日
●とんかつヒレかつ御膳 やわらかいとんかつヒレかつ …………………………………… 1,800円＋税
●華 ………………………………………………………………………………………………… 2,500円＋税
●撫子 前菜・豆乳蒸し・グラタン又はポタージュ・八千代風ミックスサラダ・茶碗蒸し・
ヒレかつ海老フライ盛合せ・牛ヒレステーキ・パン・御飯・赤出し・漬物・デザート盛合せ…… 3,800円＋税
●松花堂弁当 刺身、煮物、ロースカツ、フライ他（日曜日・祝日は無し） ……………… 1,300円＋税
●会席料理 豆腐蒸し・刺身の五種盛・季節の蒸し物・白身のカルパッチョ・ヒレかつ・
牛肉のミルフィーレ・パン・御飯・赤出し・漬物・デザート盛合せ・コーヒー ……… 4,500円＋税
●特選お好みとんかつ 名古屋八千代風とんかつヒレ、とんかつロース他

定休日：木曜日
いなッピー饅頭５個・銀杏もなか５個・いちょう年輪
（大）１個

ぎんなんパイパイ６個をセットにしたものです。 ………………………………………………… 3,120円
いなッピー饅頭 …… 145円、銀杏もなか …………… 130円、ぎんなんパイパイ …… 65円

●単品

いちょう年輪
（大）…………1,050円、いちょう年輪
（小）…… 220円
１棹

●銀杏ういろ

………………………………………………………… （大）580円 （小）380円他

（テーブル席２……10人

会席料理

駐車場：5台）

13
営業

11：00〜15：00・17：00〜22：00

豚

・勤労福祉会館内食堂（営業 9:00〜17:00） 稲沢市朝府町５−１（0587−81−5080）

…………………………………… 918円

豚ロース肉と甘酢のバランスがとても美味しいです。 …………………………………… 810円

（全54席

カルビ・中落ち・ウインナー・トリ、キムチ・サンチュ付 ………………… 2,700円

●ホルモン盛合せ

牛ホルモン・豚ホルモン・コブクロ・牛レバー ………………………………… 1,800円

23

●釜

11：30〜14：00・17：00〜21：00

お宿 和陽館

定休日：木曜日

●ミニ懐石（夜）

昼 …………………… 3,000円（税別）から、夜 …………………… 4,000円（税別）から
食前酒・付出し・前菜・造り・茶椀蒸し・焼き物・変わり鉢・

揚げ物・お茶漬け・フルーツ又はアイス

……………………………………………… 3,400円（税別）

…………………………………………………………………………… 要予約

●ふぐ料理・すっぽん料理

●穴子寿司

焼いて香ばしく、トローリとろける美味しさ!

高野懐石…6,000円、木曽懐石…8,000円他
●ふぐ料理（二名様より要予約）
「11月〜２月」……5,000円から

●モロコ押寿司

●鍋 料 理（二名様より要予約） 魚すき……3,000円から、魚ちり……3,000円から、

●季節の一品料理多数あります。

すき焼き
「10月〜３月」……5,000円から
（100席、駐車場：30台、個室7室、大部屋50名様までイス席

【全て税抜き価格】

日曜日・祝日

8：00〜19：00

カフェタナカ 稲沢文化の杜店

定休日：火曜日（祭日は営業）

＊森上駅前で交通至便、「そぶえいちょう黄葉まつり」で有名な観光名所祐専寺にも近い＊
●そ ぶ え 砂 丘

第21回全国菓子大博覧会名誉総裁賞受賞

●ぎんなん春秋

第22回全国菓子大博覧会総裁賞受賞

焼菓子 ……………………………… 180円

小豆あんに特産の銀杏を混ぜた、極上の一口最中

……………………………… 135円

●銀 杏 も ち

銀杏入り羽二重もち（季節限定） ………………………………………………… 190円

●いちょうサブレ

銀杏をまぶした いちょうの形をしたサブレ ……………………………………… 105円

http://www.shogetsudo.com

（駐車場：6台※マイクロバス1台可）
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D-2

和菓子
7：30〜19：30

定休日：原則水曜日

京菓子司 亀吉松

白羊羹に刻み銀杏を入れた甘さとほろ苦さを持った羊羹です。

●ぎんなん羊羹

前菜・西京焼・唐揚・鉄皮・白子・てっさ・鍋・雑炊・茶碗蒸し・

●関さば

…………………………………………………………………………………………… 8,424円から

●活イカ

…………………………………………………………………………………………… 2,484円から

おもてなし
ぷれーと

（テーブル60席

（23テーブル75席

……………………………………………………………… １棹1,404円（税込）・半棹702円（税込）
餡に稲沢産のいちじくを練り込み、独特の味わいに仕上げました。…… １個200円

（いちじく羊羹・いちじくどら焼きは稲沢市の「農事組合法人ｒａｕ」とのコラボ商品です。）

●会席料理

11：30〜14：00・17：00〜22：00
………………………………………………………………………………………… 500円

●オリジナルランチ各種

…………………………………………………………………………… 800円から

●お値打ち和食コース 小鉢･八寸・お造り・椀物・焼物・火物・揚物・蒸物・お食事･デザート …… 3,000円
……………………………………………………… 3,000円から

●こだわり鍋会席

………………………………………………………………………………………… 1,000円前後

※祝事、仏事などの和菓子・赤飯・お餅なども注文承ります。

●各種定食

ホームページ

●単品メニュー

http://kameyosimatu.jimdo.com/

その他会席各種応談

………………………………………………………………………………………… 300円〜

寿司、うなぎ、刺身、天ぷら、ジャンボエビフライ他… 1,600円（税別）から

………………………………………………………… ミニ会席3,780円（税別）から各種応談

●いわな料理できます。
＊慶事、仏事、歓送迎会等承ります。無料送迎マイクロバス有り＊

寿きや
定食

駐車場：50台、マイクロ１台、バス１台可）

●日替わりランチ

●栗ようかん「黒松」 稲沢特産品認定商品です。 ………………………………………………… 1,400円

…………………………………………………………………………………… 750円（税別）他

●2人用セット ルナ ピザ・パスタ・肉料理・サラダ・スープ・パン・ドルチェ・ドリンク

・本店 稲沢市松下二丁目 3−7 当面お休み頂きます。別館にて御対応致します。
・別館 稲沢市緑町一丁目 22（0120−23−6680）定休日：火曜日・水曜日（予約は別途応談）

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）

寿司、刺身、天ぷら（いずれも小鉢・茶碗蒸し･フルーツ付）………………… 750円（税別）

●寿きや定食など各種定食

各店営業

箱詰めができます。

駐車場45台、大型バス3台）

営業 11：00〜14：30（L.O14：00）・17：00〜21：30（L.O20：30） 定休日：毎週水曜日、第3火曜日
●せれくとランチ お好きなメイン料理を8種類から選べます …………………………………… 1,100円
●シェフの洋食ランチ 洋食のコース料理をランチ用にアレンジ（数量限定） ……………… 1,500円
●㐂多八御膳 さしみ・天ぷら・茶碗蒸し・口取り・小鉢（三品）
・お食事・デザート
＊昼夜共通の当店看板メニュー＊ …………………………………………………………………… 2,200円
●（夜のみ）おもてなし9プレート 前菜9種。サラダ、スープ、選べるパスタ、デザート、ソフトドリンク
（限定20食） ………………………………………………………………………………………… 2,200円
※うなぎ料理（ひつまぶしなど）あります。※会席料理（和食のみ・和洋折衷）洋コース料理あります。
（祝事・法事・忘年会・新年会・各種会合等に御利用ください。）
「Kitahachi」へとリニューアルし、洋食メニューを取り入れました。和食と洋食の両方を楽しんでいただけます。
（１Ｆテーブル32席・座敷10席
（個室有） ２Ｆ個室３室
（大広間使用で80席・一部椅子席可）
駐車場：25台、
マイクロ１台、
バス１台可）

●いわな丼

＊稲沢の地産地消に努め、旬の食材を活かしたシェフこだわり季節のパスタ＆ピッツァ。

稲沢の特産品に認定された焼菓子です。……………………………………………… 160円

座敷・個室有り

●2人用セット アリス ピザ・パスタ・サラダ・スープ・ドルチェ・ドリンク… 1,340円（税抜）
（1人前）

●本日のピザ 旬の食材を使った月替わりのピザ ………………………………… 980円（税抜）から

12〜20種類の商品が季節で変わります。 ………………………………… 150〜260円

稲沢市長野 2−10−8（0587−23−5565）

●ランチ

…………………………………………………………………………………… 1,990円（税抜）
（1人前）

9月〜4月 水曜日（祝日は営業）

駐車場12台）

営業11：00〜14：00・17：00〜22：00

●本日のパスタ 旬の食材を使った月替わりのパスタ …………………………… 980円（税抜）から

8：00〜18：00

●なおいの華

定休日：無休

某タウン誌の一宮西尾張地区口コミでＮo.１！！「キングオブモーニング」として

紹介されました。 …………………………………………………………………… 380円（税抜）から

26

稲沢市横地三丁目 43（0587−23−3536）

9：00〜15：00・17：00〜21：00（L.O 20：30）

●モーニング

駐車場：40台※ツタヤさん・NTPさんと共用）

座敷10

35
営業

営業

駐車場：50台、マイクロ２台、バス３台可）

25

営業 9：00〜19：30 定休日：なし
●ブリオッシュ・フレンチトースト 自家製のリッチな味わいのブリオッシュを使用したとろける食
感のフレンチトースト。ソフトクリームとジャムを添えて。 ……………………………… 972円
●手づくりスイーツ パティシエが毎日心を込めてつくっています。 ………………………… 324円〜
●ハンドドリップ自家焙煎コーヒー 店内のドイツ製本格焙煎マシンによるスペシャリティコーヒー
をハンドドリップで。 …………………………………………………………………………… 518円〜
●自家製生食パン すべてにおいてこだわり抜いた高級食パン。 ……………………………… 972円〜
●そば粉クレープガレット ヘルシーでボリューム満点の日替り具だくさんガレットがおススメ。
………………………………………………………………………………………………………… 972円〜
＊荻須記念美術館から徒歩5分
＊ゆったりとした空間の中で上質なティータイムをお楽しみ下さい。

●季節の生菓子

白羊羹に稲沢産のいちじくを練り込みました（無着色・無香料）

●いちじくどら焼き

●ふぐ料理

（テーブル席14人、座敷22人・60人

駐車場：7台）

稲沢市稲沢町前田255番地（0587−21−9700）

定休日：5月〜8月 水曜日・木曜日（祝日は営業）

……………………………………………………………… １棹1,080円（税込）・半棹540円（税込）
●いちじく羊羹

…………………………………………………………………… 季節懐石4,320円から各種応談

ヒレ酒又はお吸い物（10月まで要予約）……………………………………………………… 5,400円から

…………………………………………………………………… 900円

（カウンター７席、テーブル４人×２席、個室椅子席４人×２席が２間

15
8：00〜20：00

郷土のお寿司です

●懐石料理

●出前注文承ります。

マイクロバス1台、送迎バス有）

5

…………… 1,750円

かに身がたっぷりの自家製です。 ……………………………………………… 720円

●和風カニコロッケ

送迎有り

常設D51機関車

Kitahachi

定休日：月曜日

…………………………………………………………………… 上 2,700円、特上 3,564円

●ひつまぶし

近海で取れた旬の魚貝類を使用しています。ゆばサラダ付き

●近海地魚にぎり
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………………………………………………………………………………………………… 1,080円

●昼御膳

押寿司 ………………………………………… 1,450円、焼き穴子にぎり ……………………… 2,250円

●銀杏懐石…4,000円〔10月〜1月 二名様より要予約〕

11：30〜14：00・17：00〜21：30

飲み放題有り

4,000円（税別）〜

（全51席

駐車場：15台）

稲沢市大塚北７丁目 45−1（0120−18−0678）
営業

和定食 ……… 900円、ちらし定食 ……… 950円、寿司定食 …………… 1,150円

座敷25人・座敷12人

3,000円（税別）〜

●法事・祝事

営業 【喫茶部門】6：00〜18：00 定休日：金曜日 【宿泊部門】年中無休
●尾張大国モーニング 10種類の選べるモーニング（日替り有）6：00〜11：00
ドリンク＋○○トースト＋自家製生ジュース＋サラダ＋ゆで玉子 ………………………… 400円〜
●ランチサービス 肉料理又は魚料理＋3品＋味噌汁（日替り）11：30〜14：00 …………… 700円〜
●宴会プラン 前菜三品、刺身、海鮮、肉料理、揚物など（おまかせ料理） …… 3,000円〜7,000円
●宿泊宴会プラン 幹事さん安心！！食べて 飲んで 泊まる。露天風呂オープン
………………………………………………………………………………………… 6,000円〜10,000円
＊8月に露天風呂がオープン！！料理に自信あり！！
＊はだか祭のお宿30年！！

金閣 …………………… 1,500円（税別）、清水 ……………………… 2,000円（税別）

●松花堂

定休日：火曜日

とり釜飯、山菜釜飯、えび釜飯

飯

●宴会料理

※当店の前に宮浦公園

33
営業

定休日：水曜日

……………………………………………………………………… 160円

日替り、釜飯定食

（テーブル10

●懐石料理

11：30〜14：00・17：00〜21：00

チーズケーキ

11：30〜14：00・17：00〜21：30（ラストオーダー）

●ランチ

駐車場：5台）

●パーティー料理 ………………………………2,160円から各種応談

●昼の料理 貴船膳……1,500円、伊予膳……2,000円、揖斐懐石……3,000円、銀杏懐石……4,000円他

営業

●蒸焼プッチーず

営業

●野立御膳 ………………………… 2,800円（税別）、嵐山 ……………………… 2,400円（税別）

営業

定休日：毎週月曜日・第3火曜日（祝日営業）

ふわふわしっとりのスポンジと甘さ抑えめでミルキーな生クリームがたっぷりの

当店一番人気商品です。 ……………………………………………………………………………… 1,180円

定休日：毎週火曜日

●バラエティーセット

（テーブル席6人

●夜の料理 加茂膳……2,000円、鞍馬膳……3,000円、那智懐石……4,000円、吾妻懐石……5,000円、

6

夜ディナー 17：00〜

昼ランチ 11：30〜

●割子弁当（各店） ………………………………870円から

●ランチメニュー

ホームページ

使った日持ちするロールケーキです。…………………………………………………………………… 200円
●モンモロール

http://www.ai-chuka.com/aichi/pekin

11：30〜14：00・17：00〜21：00

当店１番人気のモンモロールのスポンジとスッキリとした甘さのバタークリームを

●いなざわロール

＊全席お座敷、アットホームな雰囲気で気軽にお食事をして頂いております。＊

24

ミルキーな香りの昔ながらのふわふわのマドレーヌ。 ……………………… 200円

●なおいマドレーヌ

石焼ビビンバ、スープ、サラダ ……………………………………………………………… 850円

駐車場：25台）

定休日：月曜日・火曜日

32

●ランチ ……………………………………………650円

＊＊四季折々の旬の味覚と、心づくしのおもてなし。＊＊

営業

（駐車場：24台）

●ランチ ……………………………………………750円

14
営業

（カウンター・テーブル 10席、駐車場：4台）

9：30〜18：30

●国府宮ぽてと バターの香り漂うケーキ屋さんならではのとっても柔らかいスイートポテトです。…… 260円

●カルビセット 三角バラ3点盛り キムチ・サンチュ付……………………………………………………… 3,500円

ボールペン・シャープペン・タオル・エコバッグ等）販売（各店）

●その他コース料理各種 …
ホームページ

営業

営業

●マスコットキャラクター「いなッピー」グッズ（ピンバッジ・ぬいぐるみ・キーホルダー・ストラップ・

稲沢で一番美味しい炒飯ができました。 ……………………………………………… 702円

●チャーハン

営業 平日14：00〜19：00 土日祝日13：00〜18：00 定休日：火曜日（11月〜2月は金曜日も休業）
新鮮なミルクとフルーツをふんだんに使った、甘さ控えめで素材の風味豊かな手作りジェラート専門店です。
●イートイン 季節のフレーバーを日替わりで10種類からお選びいただけます。
シングルカップorコーンorいなッピーもなか ………………………………………………………………………… 350円
ダブル（2種盛）カップ ………………………………………………………………………………………………… 450円
●テイクアウト ……………………………………………………………… 1個350円（6個以上は3個1,000円の割引価格）
シングルカップは、30〜50種類のフレーバーから、いなッピーもなかは、ミルク・抹茶・ジャンドウヤ（チョコ）からお選びいただけます。
●ドリンク（コーヒー、紅茶） ………………………………… ジェラートに＋50円でセットになります。（単品は100円）
＊お土産用お持ち帰り（6個以上）は、お電話にて営業時間外もお渡しできます。
＊地方発送承ります（別途、送料・梱包料がかかります）。
ホームページ http://gelato‐euglena.com

（個室３…13人、大部屋…最大30名様迄の御宴会承ります

ランチ
勤労福祉会館

定休日：水曜日

稲沢市小池四丁目 6（0587−21−4810）

●ランチ カルビ丼、赤出し、サラダ ………………………………………………………………… 1,200円

駐車場：20台、マイクロ6台、バス３台可）

・市民会館内レストラン（営業 9:00〜17:00） 稲沢市正明寺三丁目114（0587−24−8745）

●銀杏ラーメン・祖父江で生まれた銀杏ラーメン
●酢

（全50席

カフェレストラン宝竹

＊＊＊「感動と満足をお客様と共に」がお店の理念です。＊＊＊
その美味しさから今では稲沢を代表する商品になりました。
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稲沢市稲島十二丁目 61（0587−22−8697）

22

＊地元の「銀杏、あしたば」を使用したお菓子を色々と取り扱っています。＊
●キャラクターセット

国府宮ジェラート ユーグレナ

定休日：金曜日・第２木曜日・第４木曜日

づくしです。（10月〜１月 要予約）…………………………………………………………… 4,320円から
●寿司

（昼）11：15〜14：30
（夜）17：30〜21：00

●銀杏懐石 全ての料理に銀杏を使用。焼物、天ぷら、蒸し物、銀杏おこわ、銀杏まんじゅうなど、銀杏

21
E-2

※いす席あります。
（大広間80人、その他座敷20人

駐車場：25台、マイクロ６台、バス２台可）

36
営業

昼（火〜土）11：30〜14：00（L.O13：30）・ 夜17：00〜23：00

定休日：日曜日

●旬のランチ和会席（全11品）
一番人気のランチメニュー、しかもクーポン利用で25％OFF! 1,580円→1,185円
●ランチレディース御膳

お気軽なランチ御膳9品、デザートまでどうぞ ……………………… 1,000円

●特別会席 鈴蘭（すずらん） （15品）5,000円→30％OFF 3,500円
● 男の丼 名古屋テレビ塔丼

※2名様〜 ・要予約

海老天10本をのせ、汁物・漬物付 ……………………………… 1,050円

●手羽先唐揚（創業35年の味）…530円
＊最新情報をインターネット「幸繁

●宮崎地鶏タタキ（宮崎直送）……………………… 680円

稲沢」で検索し、クーポンGETして

お得にどうぞ＊

※価格は全て税別
（駐車場：4台）

（駐車場：1台）

営業

8：00〜18：00

●パン各種

定休日：第１・第３水曜日

営業

国産小麦の食パン始め70種類を超えるパンを季節に合わせ提供

11：00〜23：00

●大海老天ざるそば

サンドイッチセットも人気です。

●みそ煮込

……………………………………………………………… 420円から

パスタランチが人気で、前菜・ドリンクにパンが付いてボリューム満点です。
パンはお替わりサービスあり。

……………………………………………………………… 1,200円から

…………………………………………………………………………………… 800円

…………………………………………… 1,825円

●ランチ

すし定食

…………………………………………………………………………………… 850円

毎日手造り、自慢のそばと大エビ天プラを堪能して下さい ………………… 1,522円

●ランチ

ひつまぶし

…………………………………………………………………………………… 900円

●ランチ

松華堂弁当

………………………………………………………………………………… 1,000円

（テーブル席60席、カウンター席10席

駐車場：25台）

18

8

ホームページ
（テーブル17卓

カウンター8席

●仕出し料理

個室4部屋

座敷5卓

駐車場：54台、マイクロ・大型バス可）

8：00〜18：00

はだか祭にちなんだお菓子で、大納言あずきの粒あんを柔らかい羽二重餅で包み、

●まつり餅

上から香り良いこうせんをふりかけました。 ……………………………………………… 150円（税別）

季節感をとり入れた和生菓子の品揃えです。 ……………………………………………… 130円〜200円

●いちご大福

●ギフト用お菓子詰合わせ

平和町で直接仕入れた新鮮ないちごを羽二重粉を使った柔らかい皮でこしあんと

共に包みました。（12月〜5月中旬までの限定）…………………………………………… 190円（税別）

焼菓子・ゼリー等各種。

ホームページ

（駐車場：５台）

http://www.kashikame.com/

（駐車場：７台）

9

（全50席：お座敷あります。

29

19
8：00〜19：00（日曜日・祝日18：00まで）

定休日：水曜日

●なんじゃ餅・もんじゃ餅

くるみのたっぷり入ったゆべしです。

初夏に咲く「ひとつばたご」別名「なんじゃもんじゃ」の花をイメージしました。 …………… 160円
北海道十勝産の小豆を使用した当店一番人気の看板商品です。 ………………………… 120円

（全52席

（駐車場：７台）

松寿司

営業

稲沢市中野宮町 24（0587−36−3738）

11：00〜14：00（オーダー13：50）

・国府宮店

稲沢市長野 4−35（0587−24−5355）
定休日：月曜日（祝日の場合翌日）

月〜土（日祝なし）11：00〜14：00 ………………………………………… 1,050円
要予約

………………………………………………………………………… 3,200円

（８品）

要予約

………………………………………………………………………… 4,200円

（９品）

要予約

………………………………………………………………………… 5,200円

＊冬には鍋メニューもあります。＊写真はイメージです。
http://matsuzushi-inazawa.com/

（国府宮店：掘りごたつ 50名

［松寿司

本店：イス、テーブル 150名

ランチの定休日（月・土・日・祝日）

………………………………………………………………………………………………………… 1,100円
●ランチ【雅】前菜・お造り・天ぷら・季節の二品・茶碗蒸し・ご飯・汁物・香の物・デザート …… 1,700円
●ランチ【庄】おまかせ料理・茶碗蒸し・ご飯・汁物・香の物

………………………………… 1,100円

●会席料理 前菜・お造り・焚合せ・油物・焼物・替鉢・酢物・食物・果物
…………………………………………………………………………… 4,320円から各種応談（要予約）
※お客様のニーズにできるだけお応えします。（アレルギー、料理全体の量、料理の構成など）
（1階４人×６テーブル・２人×２ テーブル計28人、2階座敷60人 テーブル45人）
駐車場：15台・マイクロ１台 バスの送迎あり）

8：00〜18：00

定休日：月曜日（祝日は営業）
火曜日は不定休（ホームページでカレンダーをご参照ください。）

●稲沢銘菓「羽二重餅」
丹波春日大納言をはじめ最高級の材料を使用した、ふわふわの羽二重餅です。
…………………………………………………………………………………………………………… 250円
●はだか祭名物「なおい最中」
「なおい」は創業以来、松屋長春の登録商品です。
丹波春日大納言を用いた、国府宮はだか祭に欠かせない稲沢銘菓です。………………………… 180円
ホームページ http://www.matsuya-choushun.jp/

稲沢］で検索。

駐車場：30台、マイクロ2台）

（駐車場：7台）

※価格は、全て税抜き表示になります。

稲沢の風土や文化の中から生み出された伝統ある店、
地域に根付いた店、こだわりの店、特色ある店、居心地の
良い店など…味わいとおもてなしのお店を紹介します。
●お店の位置は地図内に示しましたが、地図のフチのタテ・ヨコの符号も参考にしてください。
●お店の住所と電話番号を掲載しましたので、予約や内容確認に利用してください。
●営業時間中の「O.S=オーダーストップ」「L.O＝ラストオーダー」を示します。
●料理・商品の内容、種類、価格などは大まかなものを載せましたが、詳細は各お店に確認してください。
（価格は変更になる場合があります。）
●お店の席数や駐車可能台数の状況を載せましたが、状況により可能となる数に
変更もありますので、各お店に確認してください。
●送迎バスの用意があるお店もありますので、事前に確認してください。
●「（ＵＲＬ）アドレス」の記入があるお店は、お店のホームページへリンクされます。
●このグルメマップ情報は、稲沢市観光協会ホームページでも紹介しています。

http://www.inazawa-kankou.jp

30
営業

●会席料理（７品）

＊ホームページ

11：00〜14：00・夜は予約のみ

定休日：火曜日

営業 11：00〜14：00（L.O 14：00） 17：00〜21：00（L.O 20：30）
●日替りランチ

駐車場：15台）

●ランチ【光】季節の一品・卵巻き・茶碗蒸し・油物（天ぷら又はフライ）・ご飯・汁物・香の物・デザート

駐車場：15台）

20

17：00〜21：00

©稲沢市 いなッピー

駐車場：40台、
バス５台可、
マイクロバスでの送迎あり）

稲沢市国府宮二丁目 6ー13（0587−32−1083）
営業

営業 7：30〜16：30 定休日：日曜日
●大人気 ! ボリュームアップモーニングセット ……………………………………… ドリンク代＋250円
●モーニングサービス ドリンクの料金で８種類の中からトーストが選べます。 …… コーヒー390円
●ランチ １コインのドリンク付き日替りランチ …………………………………………………… 500円
●ボリュームのあるカルダン定食（日替り） ……………………… 650円など各種メニューがあります。
●アフタヌーンサービス 午後２時からドリンク注文にはスイーツが付きます。「数量限定」
月曜日サービスデー…毎週月曜日に食事をされた方には、50円割引券をプレゼント！！
●日替りランチは、土曜日、祝日もはじめました。

●植木どころ パイ生地であんを包んだ和風パイです。栗あんとつぶあんの二種類あります。…… 160円

※店頭全メニュー税抜き価格です
（個室・イス席60席、座敷80〜90席

営業 8：00〜19：00 定休日：水曜日（祝日は営業）
●ふわとろ大ちゃん笑びもち…稲沢名産に認定されているわらびもち
一粒が大きく、ふわとろーっととろける口どけが大人気 ……………… 10個入り（黒蜜付）1,330円
●モーニング…全９種類から選べるモーニング
きなこトースト、お抹茶トースト、おにぎり、ヘルシーサラダなど ……… （ドリンク）440円から
●ランチ…20種類以上あるお食事は、さっぱりからガッツリまで幅広
11：30からご注文OK。日替りランチは売り切れ御免！……………………………………… 860円から
●甘味…冷たいあんみつから温かいぜんざい、パフェやケーキなど盛りだくさん。
お得なドリンクセットが人気です。 ……………………………………………………………… 280円から
●テイクアウト…一番人気のわらびもちはもちろん、大福や草餅、モーニングで人気の「塗るきなこ」
「塗る抹茶」などもご用意しています。 ……………………………………… わらびもち 120円から
※国府宮神社から徒歩5分、神社のイベントやご参拝の帰りに是非お立ち寄りください。

定休日：水曜日（祝日は営業）

稲沢市特産明日葉を練り込んだ手焼きの生地に大納言あずきの粒あんをはさみ、

表面には、いなッピーを押印しました。 …………………………………………………… 160円（税別）

完全手造りで、質、量共にボリュームのある栗入りどら焼です。 ………………………………… 150円

・本店

ひつまぶし

……………………………………………………………………………………… 各種応談

……………………………………………………………………………………… 1,000円から
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稲沢市稲葉三丁目 4-25（0587−21−0363）
●いなッピーさんど

●四季の和菓子

●草もち

●会席、宴会料理

http://www.sagami.co.jp/

※祝事、法事、忘年会、新年会、各種会合等にご利用下さい。お気軽にお電話下さいませ。

営業

定休日：水曜日（祝日は営業）

●栗どら焼

営業

…ランチは事前に電話予約ができます。…

※他にもメニュー多数ご用意しています。詳しくはサガミHPをごらん下さい。

大海老天
ざるそば
（竹）

駐車場：15台）

定休日：木曜日・第3水曜日

えびフライ

日本一の販売実績を誇るサガミのみそ煮込を当店でお召し上がり下さい ……………………… 1,015円

●ランチ「11：00〜14：00」

11：30〜14：00・17：00〜22：00（L.O21：00）

●ランチ

毎月月末はサガミ恒例のそば食べ放題実施中

ご家族ご友人と自慢のそばを食べつくしてください

全てのドリンクにモーニングサービスをお付けでき、ドリンク代にプラス150円の

営業 8：00〜19：00

営業

定休日：無休

●晦日そば（そば食べ放題）

●モーニングサービス「8：00〜10：30」

（椅子席25人、座敷40人
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17

7

10
C-2・F-2

（本店 48人まで 駐車場：15台、
マイクロ４台、
バス２台可 別館 120人まで 駐車場：60台、
マイクロ７台、
バス５台可）

営業

8：30〜18：30

定休日：水曜日

●國府宮もなか
「國府宮」の文字が入った皮にさらっとしたつぶ餡入りの最中です。
国府宮神社の第二鳥居に掲げられている故高松宮殿下直筆の額を象らせて 頂いたものです。
高松宮殿下は昭和天皇の弟君で、昭和26年御参拝の折にお書きになられたと伺っております。
１個：140円

５個入り箱： 800円、10個入り箱：1,600円
15個入り箱：2,350円、20個入り箱：3,100円

●消費税率の改正により価格が変更になる場合があります。

