
かいづグルメマップ

1 戸谷製菓舗

map E2

☎0584-66-3062

季節の和菓子を、まごころこめて、
手作りでお届けしています。『海
津のおはぎ』は、昔ながらのおば
あちゃんの味で、甘さひかえめと
大好評！！ 一年中販売しています。
お客様に喜んで頂けるようがんば
っています。

住　　所　海津市平田町野寺1318
営業時間　8：00～19：00
定 休 日　火曜日（祝日営業）、元旦

2 アイス工房ケルン
☎0584-66-4243

手作りのジェラートアイス専門店
で、牛乳本来のおいしさを大切に
した素朴でさっぱりとしたアイス
です。お土産にカップにして持ち
帰ることも出来ます。

住　　所　海津市平田町三郷2189
営業時間　10：30～17：00
　　　　　（土日祝は18：00まで）
定 休 日　不定休

3 やまと新館
☎0584-66-3503

千代保稲荷神社参道東口「秋篠宮殿
下」お成り・ご賞味の店。厚生労働
大臣表彰。ご利益「なまず蒲焼ラン
チ天ぷら付」驚安！お座敷より大水
車庭園を眺めながら至福のひととき
を！海津市の魚に祝「なまず」が制
定（H27年2月1日）されました。

住　　所　海津市平田町三郷2202-1
営業時間　10：30～15：30、
　　　　　17：00～（不定期）
定 休 日　不定休

4 京や
☎0584-66-2190

千代保稲荷神社東口鳥居すぐのお
店！！ どて、串カツのみそ味がと
ても人気です。他にもうどん、ど
てめし、おでん、丼物などを店内
でお召し上がりいただけます。お
食事の他、おもちゃやお土産など
の販売もしております！！

住　　所　海津市平田町三郷1788-1
営業時間　平　日 10：00～16：30
　　　　　土日祝 9：30～17：30
定 休 日　不定休

5 串かつ 玉家
☎0584-66-2294　　　　　　　　

千代保稲荷神社参道
ラードで揚げたサクサクの串かつ
濃厚な味噌で煮込んだドテ
輪島塗と黄金の輝く店内でもお召し上
がりいただけます。お土産に冷凍の串
かつもご用意しております。運が良け
れば金ピカ社長に会えるかも！？

住　　所　海津市平田町三郷1997
営業時間　平　日 9：00～16：00（L.O）
　　　　　土日祝 9：00～17：00（L.O）
　　　　　月末はオールナイト（店内は3時まで）
定 休 日　不定休

6 芋にいちゃんの店
☎0584-66-2822

『大学いも』外のアメはパリッと、
中のさつまいもはホックリ。絶妙
な食感は一度食べたらヤミツキだ
よ！ありがたいことに、数多くの
お客様がインスタにアップして下
さっています。『＃芋にいちゃん
の店』検索してみてね！

住　　所　海津市平田町三郷1984
営業時間　10：00～16：00（夕方売切れ
　　　　　次第終了）（月末は深夜まで営業）
定 休 日　不定休

7 ほていや
☎0584-66-2012

お庭を眺めながらお千代保さんの名
物なまず・うなぎなど川魚料理を堪
能していただけます。また、川魚が
苦手な方もＯ.Ｋ！！色々なメニュー
があります。お土産には自家製もろ
こをどうぞ。

住　　所　海津市平田町三郷1832
営業時間　10：30～19：00
定 休 日　不定休

8 やまと本店
☎0584-66-2112

ご当地グルメの一つとして名高い
鯰！昔は各御家庭で赤みそ風味の
鯰汁を当店ではアレンジを加えて
ず鍋（なまず鍋）を表メニューに
致しました。お客様からもまた食
べたくなる美味！と好評を頂いて
おります。

住　　所　海津市平田町三郷1966
営業時間　10：30～15：30
　　　　　（月末）19：00～深夜3：00
定 休 日　不定休

9 みなとや
☎0584-66-2140

当店自慢のなまず蒲焼・うなぎの蒲焼
の他、おいしい川魚料理をご用意して
おります。千代保稲荷神社の参道、中
鳥居近くにあるお店です。千代保稲荷
神社へ参拝の折には、ぜひご利用くだ
さい。

住　　所　海津市平田町三郷1850
営業時間　9：30～18：00
　　　　　（月末は深夜0：00まで営業）
定 休 日　不定休

10 豊まる
☎0584-66-4144

千代保稲荷神社中鳥居のすぐ横！
串カツは秘伝ソース、自家製みそ、
おろしポン酢の３種類で楽しめま
す。他にも４種類のいなり、黒毛
和牛牛すじどて盛りなどメニュー
も豊富です！是非お立ち寄り下さ
い！

住　　所　海津市平田町三郷1851
営業時間　10：00～17：00
　　　　　（月末は深夜まで営業）
定 休 日　不定休

11 花菱草餅店
☎0584-66-2685

当店の草餅は、昔ながらの製造方
法と原材料を厳選しています。そ
の為日持ちしないので大量に作り
置きしていません。当店内のみの
販売に成っております。

住　　所　海津市平田町三郷1193-5
営業時間　9：00～17：00
定 休 日　不定休

12 大福屋
☎0584-66-2530

輪中提に自生する天然よもぎと米
粉をつき上げ、十勝産小豆餡を包
みました。材料と昔ながらの製法
にこだわり、無添加で素朴な田舎
の味を伝えるのが当店自慢の草餅
であり、おちょぼさんの名物です。
感動の味をお楽しみください。

住　　所　海津市平田町三郷1200
営業時間　9：00～17：00
定 休 日　不定休

13 九洲屋
☎0584-66-2245

北海道産小豆の自家製餡と国産よ
もぎ国産100％使用した当店自慢
の草もちを是非どうぞ！ふわふわ
もっちもちの黒糖饅頭は売切必至
です。季節限定の商品もあります
ので、お千代保さんに参拝の際は
どうぞお立ち寄り下さい。

住　　所　海津市平田町三郷1111
営業時間　8：30～17：00
定 休 日　不定休　　　　　　　

14 草餅のかわしまや
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☎0584-66-2011

直火でじっくりと炊き上げた北海道産
小豆を地元産天然よもぎで練り込み柔
らかい生地で包んだ草餅が名物です。
甘さを抑えた素朴な味が人気を呼び西
美濃のお土産として親しまれておりま
す。千代保稲荷神社参拝の節は、ぜひ
お立ち寄りくださいませ。

住　　所　海津市平田町三郷612
営業時間　8：30～17：30
定 休 日　水曜日（祝日は営業）

15 ブルーベリーガーデン岐阜
☎080-6988-0141

夏のブルーベリー狩りシーズン
は当園のブルーベリーを使った
大人気の天然水で作ったフワフワ
かき氷などが食べられるカフェ！
手ぶらでＢＢＱは岐阜の美味しい
飛騨牛のコースや海鮮コースなど
楽しめます！

住　　所　海津市平田町高田字東入込499
営業時間　10：00～20：00
定 休 日　カフェ：ブルーベリー狩り期間無休
　　　　　BBQ：完全予約制のため要連絡

16 中国料理 稲金
☎0584-53-3508

「おいしさたっぷり！値段はちょ
っぴり！」一押しは担々麺！と陳
さんの激辛麻婆豆腐！！ 気軽にラ
ンチでも、皆仲間の方々と宴会で
も楽しいお食事の時間のお手伝い
をします。

住　　所　海津市海津町大和田291
営業時間　11：00～14：30（L.O14：00）
　　　　　17：00～22：30（L.O21：30）
定 休 日　火曜日

17 海津 宙乃台所
☎0584-52-0560

日本料理技能士の指導による一流
の『技』と『味』を、お値打ちに
提供しております。
うなぎ料理、揚げたての天麩羅、
国産蕎麦粉使用の石臼挽きの蕎麦
など、ゆったり時間を過ごす個室
も完備しております。

住　　所　海津市海津町鹿野1273-1
営業時間　ランチ 11：00～15：00（L.O14：30）
　　　　　ディナー 17：00～21：00（L.O20：30）
定 休 日　年中無休（事前店頭告知）

18 ベーカリーカフェ151＠
☎0584-53-0999

米粉や天然酵母を使ったパンやデ
コレーションされたスイーツ系の
パンまで、豊富な種類を取り揃え
ております。お持ち帰りはもちろ
ん、店内でお召し上がりいただけ
るカフェも併設しております。

住　　所　海津市海津町馬目403-3
営業時間　ベーカリー 8：00～19：00
　　　　　カフェ 　　8：00～17：00
定 休 日　火曜日

19 和風レストラン海津
☎0584-53-0357

創業45年、この土地に伝わる料
理法で提供し続け、鰻重、ひつま
ぶし等人気メニューがございます。
また毎月変わるランチメニューも
ございます。お祝い事や法要、会
合や集会にもご利用くださいませ。

住　　所　海津市海津町馬目418
営業時間　11：00～14：00
　　　　　17：00～20：00
定 休 日　火曜日（昼のみ営業）

20 水谷酒店
☎0584-53-1105

自ら企画、田植え、稲刈りした海
津の地酒「三大河川」をどうぞ！
お米は西濃地方でしか栽培されて
いない「ハツシモ」、仕込みには
長良川の伏流水を使用。すべてを
地元に拘った辛口でフルーティー
な味わいのお酒です。

住　　所　海津市海津町馬目363-1
営業時間　9：00～19：00
定 休 日　水曜日

21 魚達商店
☎0584-53-1896

お弁当販売のほか、うなぎ蒲焼、
コイ刺身、もろこ佃煮など取り扱
っております。ぜひお立ち寄りく
ださい。

住　　所　海津市海津町高須町1184-2
営業時間　10：00～18：00
定 休 日　水曜日

22 かね善
☎0584-53-0337

木曽三川の恵み！郷土の味！
国内産の良い材料を使い手間を惜
しまず丁寧に炊き上げたもろこ
煮・ふなみそ煮・あらめ巻・うな
ぎ蒲焼など川魚佃煮の店です。

住　　所　海津市海津町高須525
営業時間　（5月～10月）9：00～18：00
　　　　　（11月～4月）9：00～17：30
定 休 日　火曜日・第３水曜日
　　　　　（祝日の場合は翌営業日）

23 コーヒーと洋食の店
フォンテンブロー
☎0584-53-2344

石窯で焼き上げるピッツァやパス
タ、昔ながらの洋食が自慢。パン
を選べるモーニングやお得なラン
チ・ディナーセットもあります。
パーティーや二次会もO.K！その
他、貸し切りできる個室、ロード
バイク用スタンドも有！！

住　　所　海津市海津町高須543-3
営業時間　7：00～23：00
定 休 日　毎週水曜日

24 甘棠園 あら重
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☎0584-53-0032

「もう１度食べたい」お客様に、そう
言っていただけるお菓子を目指して作
りました。バターとバニラの香りの千
本松サブレ、フワッともちもちのとき
わまんじゅうをどうか一度お召し上が
りください。

住　　所　海津市海津町高須591-4
営業時間　8：00～18：00
定 休 日　月曜日

25 ダス・ツィール
☎0584-53-7156

モーニング・ランチ、こだわりぬい
た自慢のおいしさをお届けします！
マスター自慢のハーレーのあるお店
♪

住　　所　海津市海津町福江651-2
営業時間　8：00～17：00
定 休 日　火曜日

26 農家の直売所
Farmers’ market & Cafe nocca
☎0584-53-7577

第46回天皇杯受賞の福江営農が
手掛ける農家直売所とカフェが併
設したお店です。自慢のハツシモ
をはじめ、海津市や近隣で採れた
新鮮農産物・加工品を販売。カフ
ェでは雄大な長良川を眺めながら
お寛ぎ下さい。

住　　所　海津市海津町油島252-2
営業時間　9：00～18：00
　　　　　（冬季は17：00まで）
定 休 日　第２月曜日（祝日営業）

27 菓匠 尾張屋昌常
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☎0584-55-0050

材料にこだわり、一つ一つ丹精を
込め手作りにて製造してまいりま
した。一人でも多くのお客様の笑
顔のために、これからも日々精進
し、より良きお菓子づくり・店づ
くりに一層努力して参る所存です。

住　　所　海津市南濃町駒野636-1
営業時間　8：00～19：00
定 休 日　火曜日

28 和食処 てんじん
☎0584-55-1346

海鮮料理の味わえる和食のお店です。気
の合う仲間と、またご商談、ご家族連れ
で是非一度ご来店ください。
ランチ・丼もの・お寿司・てんぷら・う
なぎ・法事・お祝い・葬儀料理・各種お
弁当など

住　　所　海津市南濃町奥条318-2
営業時間　11：00～14：30（L.O13：50）
　　　　　17：00～21：30（L.O20：00）
定 休 日　水曜日（火曜の夜のみ要予約）

29 旨いもの倶楽部 たんと
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☎0584-58-0141

まごころを込めたお弁当を用意し
ております。おすすめは、バラン
スを考えた日替わり弁当☆ご予約
も承りますので、ぜひお気軽にお
電話ください！！

住　　所　海津市南濃町山崎1017
営業時間　8：00～13：30
定 休 日　無休

30 boulangerie ぱんのみみ
☎0584-51-8162

幅広い年齢層に楽しんでもらえる様、
やわらかいブリオッシュからクロワッ
サン、バゲットなどのハード系まで
40～60種類のパンを毎日焼いていま
す。店内にはイートインスペースもあ
るのでコーヒーを飲みながら焼きたて
のパンを食べる事もできます。

住　　所　海津市南濃町吉田775-1
営業時間　9：00～18：00
定 休 日　日曜日、月曜日
　　　　　（夏季、年末年始他）

市の魚
「なまず」料理かいづの逸品取扱店 買う食べる

なまずランチ

くさもち

ギスパ、ピッツァ

焼きカレーベジタブル

map D2 Ⅰ

map D2 Ⅰ

map E4 map D4

map C4

map E6

map D2 Ⅰ

map D2 Ⅰ

map D2 Ⅰ

map D3

map D4

map E7 map C6

map D2 Ⅰ

map D2 Ⅰ

map D2 Ⅰ map D2 Ⅰ

map D4 Ⅱ

map D4 Ⅱmap D4 Ⅱ

map D2 Ⅰ map D2 Ⅰ

map D2 Ⅰ

大学いも

よもぎどらやき、おはぎ

串カツ

どて煮

草餅

担々麺、激辛麻婆豆腐担々麺、激辛麻婆豆腐 ひつまぶし

日替わり弁当

なまず定食なまず定食

川魚の晩酌セット川魚の晩酌セットうなぎ蒲焼、もろこ佃煮、コイ刺身うなぎ蒲焼、もろこ佃煮、コイ刺身
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三大河川

ほていや御膳

千本松サブレ、ときわまんじゅう千本松サブレ、ときわまんじゅう

月見の森、珈琲どら焼き


