刈谷

刈谷

食べて
応援！

めいぷる

たこ焼き十八番
ソースが香るおいしいたこ焼き◎
食後にソフトアイス♡もどうぞっ

豊富な喫茶メニューと
常連さんでにぎわうあたたかい雰囲気
めいぷるでほっと一息していきませんか？

TEL 0566-22-5259

刈谷市富士見町4-305

平日 8:00〜17:00
ﾓｰﾆﾝｸﾞ 8:00〜11:00
ﾗ ﾝ ﾁ 11:00〜14:00
土・日7:30〜17:00
ﾓｰﾆﾝｸﾞ 7:30〜11:00

TEL 0566-23-0848

刈谷市一ツ木町4丁目5-15
11:00〜17:00
不定休

刈谷

月・火曜日定休
刈谷

北海炉端食道
でらえもん

料理と酒

木金堂

お酒のセルフが楽しい
遊べる2軒目！！
ちょっと気になるお店です

知立

知立

こうつねや

TEL 0566-24-2043

TEL 0566-93-5533

予約専用TEL 0120-24-2043

刈谷市相生町3-9-1
ziziビル2F
月〜土・祝前日17:00〜24:00
(料理Lo23:00 ﾄﾞﾘﾝｸLo23:30)
日曜日・祝日定休
刈谷

刈谷市桜町1-17-3 2Ｆ
17:00〜23:30 (Lo 22:45)

皮はパリッと身はふっくら
昔ながらの伝統を大切に、
厳選されたうなぎを炭火と
50年以上継ぎ足しの秘伝のたれで
丁寧においしく焼き上げます。

不定休(お問い合わせください)
☆インスタやってます☺

鉄板焼肉ひばり

魚屋ごんべえ

とろける脂が絶品の牛ホルモン
タレを付けなくても旨い肉汁シューマイ
秘伝の旨さ馬肉レア唐揚げなどなど
がっつり旨いが目白押し！

毎朝仕入れる新鮮な旬の地魚を
堪能できます！

知立市弘法町弘法山21-1
11:00〜14:00
17:00〜20:00
毎週水曜日・第2火曜日

具だくさんでおいしい！
お持ち帰り用バラちらし寿司やってます。

知立市八橋町弁財天51
11:00〜14:00
16:30〜21:00
水曜日・第3木曜日定休

めん処元禄
刈谷市井ヶ谷町⻘木21
平日(昼)11:30〜14:00
(夜)18:00〜22:00
土日(夜)17:00〜22:00
水曜日定休

鯛の旨味がたまらない
看板メニューの鯛めしがおススメです！
2020年6月発行

TEL 0566-81-1911

蒲郡

知立

TEL 0566-85-0341

TEL 0566-50-8955

かきつばたで有名な無量寿寺さんの
すぐ近くにある昔ながらのお店。

TEL 0566-81-1869

刈谷

刈谷市相生町3-9-1
ziziビル2F
月〜⾦(昼)11:30〜14:00
(夜)16:00〜23:00
土・祝・祝前日
(夜)16:00〜23:00
日曜日定休

みゆき寿司

弘常屋

こぼれ落ちる程いくらが乗った
いくらぶっかけ丼がイチオシ！
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冷たいそばがおいしい季節となりました。
当店ではすだちそばが名物となっております。
ぜひ一度、ご賞味ください。

TEL 0566-83-5355

知立市逢妻町⻄栄11-2
月曜11:00〜14:30(Lo14:00)
水〜日(昼)11:30〜14:30(Lo14:00)
水〜日(夜)17:30〜21:00(Lo20:30)
月曜夜・火曜日定休

〜ＪＲ蒲郡駅近くの中華料理店〜
華やかで豊富な種類の本格中華で
おもてなし！
駅近でコース料理が充実している
ので宴会等にもおすすめです！

TEL 0533-68-5885

蒲郡市緑町4-5
ラ ン チ 11:30〜14:30
ディナー 17:00〜20:00
木曜日定休

少人数(2名様より)・慶事・法事・各種宴会承ります。

※新型コロナウィルスの影響で営業時間等が変更になっている場合がございます。
詳しくはお店にご確認ください。

安城

安城

トラットリア彩會

うどん圓山

気さくでお洒落な雰囲気のイタリア料理店
名物の玉ねぎの岩塩包み焼きは外せません！

月⾦土(昼)11:00〜14:30
月⾦土(夜)16:30〜19:30
日火木(昼)11:00〜14:30
第2・3火曜日・水曜日定休

モントル

三河一色産の
良質で太物のうなぎを味わえます！
大満足の食べ応え
名物！とん珍飯

TEL 0564-45-6665

TEL 0566-54-8309

安城市横山町下毛賀知68-1
8:00〜18:00
火曜日定休

岡崎市昭和町落合11-2
タウニー稲垣
11:00〜13:30
17:00〜19:30
月曜日定休
岡崎

楽食家ほろほろ

中国四川料理・海鮮料理

本宿店

特大エビフライは当店のイチオシです！
伝統と現代の技が織りなす
本格四川料理

TEL 0564-48-5554

岡崎市本宿町沢渡12
ラ ン チ11:00〜15:00(Lo14:00)
火〜木・日17:30〜23:00(Lo22:00)
⾦・土 17:30〜25:00(Lo24:00)
月曜日定休

TEL 0566-95-5031

安城市東栄町7丁目1-5
10:30〜19:30
月曜日・第1.3.5.火曜日定休

水曜日定休

はみんぐ自家製ケーキ、お持ち帰りできます！
お誕生日をもっと素敵に☆
お好みのバースデーケーキも承ります！

TEL 0564-32-3100

岡崎市岩津町於御所132
火〜⾦(昼)11:30〜13:30
火〜⾦(夜)18:00〜21:00
土日祝(昼)11:30〜14:00
土日祝(夜)17:30〜21:00
月曜日・第2火曜日定休

ほろほろに来たらまずはコレ！
人気Ｎｏ-１だし巻き卵

安城市福釜町猿町87-1
7:00〜

喫茶軽食はみんぐ

和食処しもむら

らーめん ハウス とん珍館

TEL 0566-55-2515

安城

安城市浜富町4-17
17:00〜23:00 (Lo 22:30)
月曜日定休

岡崎
バースデーケーキはもちろん、
大切なあの人へ焼き菓子ギフト
卵・乳製品不使用の体に優しいケーキ等
モントルはやさしいケーキのお店です。

岡崎市井⽥町4-87-1
11:30〜14:00 (Lo13:30)
16:30〜22:00 (Lo21:30)
木曜日定休
岡崎

安城市大山町2丁目5-4
10:00〜21:00 (18時以降は予約制)
月曜日定休

安城

ピンク色のかわいい外観が目印
おしゃれな空間、豊富なメニュー
ゆるふわラテアートコーヒーも人気です♪

※まぐろの断面刺身は事前予約が必要です。

TEL 0566-56-0909

安城市宇頭茶屋町大浜屋敷39
月〜⾦(昼)11:30〜14:00
月〜⾦(夜)18:00〜スープ終了まで
土・日(昼)11:00〜14:30
土・日(夜)18:00〜スープ終了まで

珈琲空間ＪＵＮ

TEL 0564-24-9528

なんと！占いができちゃうカフェなんです。
恋愛,仕事,未来
人生のヒントはここにあります。
カラーセラピー、耳つぼ、パワーストーン販売等もやってます。

TEL 0566-98-1620

安城

ここでしか食べられない大将自慢の味！
いつも明るい大将・女将が出迎えます。
お座敷があり家族連れ・宴会にピッタリ。
ランチメニューあります。

TEL 0566-66-8022

岡崎

占いカフェＭｉＫｉ

濃厚スープが癖になる
何度も通いたくなる名店

しま鮨

安城市桜井町宮⻄39

安城

大幸

酒食百景 松

TEL 0566-99-2222

安城市今本町7-1-1
(ラ ン チ) 11:00〜15:00 (Lo14:00)
(ディナー) 18:00〜21:00 (Lo20:30)
定休日なし

羽釜豚骨 久留米ラーメン

岡崎

まぐろ好きにはたまらない‼
まぐろの断面が丸ごと乗ったお刺身が人気！

和モダン空間でいただく
本格讃岐うどん

TEL 0566-98-2920

安城

安城

安城

豊田

ＴＡＰＳＩ

炉ばた すず㐂

TEL 0564-21-6545

岡崎市材木町82
11:30〜14:30 (Lo14:00)
17:00〜21:30 (Lo21:00)
木曜日・第3水曜日定休
豊田
ラーメンと焼肉チャーハンの店

かき揚げ丼・海鮮丼ならココ
今日のランチはここで決まり！

本格フィリピン料理が
楽しめます♪
TEL 090-4265-1965
安城市百石町1-12-17
不定休
(電話でご確認下さい。)

TEL 0565-25-1681

豊⽥市御幸本町3丁目83
第2パレスみゆき1Ｆ

TEL 0565-26-8385

〜三河豊⽥駅より徒歩５分〜

11:30〜14:00 (Lo13:30)
17:00〜23:00 (Lo22:00)
日曜日定休
宴会・貸切50名様までＯＫ〈電話予約制〉

スタミナ満点！名物 焼肉チャーハン
必ず食べたい一品です。

豊⽥市⻯神町神⽥75-6
火〜⾦(昼)11:30〜14:00
火〜⾦(夜)17:00〜21:00
土日祝(昼)11:00〜14:00
土日祝(夜)17:00〜21:00
月曜日定休

