
金銀花 
大吟醸 5
720㎖ 2000円
フルーティーで白ワ
インに近い風味。
女性ソムリエから
の評価も高い

さくらさくらの
赤飯まんじゅう 2200円
桜と赤飯の彩りで慶び
を伝える看板菓子。内
閣総理大臣賞受賞

でらうま みそ煮込うどん
でらうま きしめん 6
各1箱10個入り2160円
麺がもちもち！つゆやあじ味噌には
名古屋コーチン鶏ガラエキス入り

コーチンきしめん
コーチン味噌煮込うどん
コーチンカレーうどん
各1箱10個入り2160円
名古屋コーチン鶏ガラエキスを
つゆに加えた3種の手折り麺シ
リーズ。麺はつるつるしこしこ

6

7
千両なす

（1本入×3）
648円
冬は一宮産の温室もの、
夏は国産路地ものの千
両なすを使った一本漬

プリンセス 480円
イチゴムースのなかに、コンポー
トとホワイトチョコクリームがイン
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厳選した食材で丁寧に菓
子作り。全国菓子大博覧
会で名誉総裁賞を受賞し
たいちご大福が代表銘菓。

t0586-73-7280 MAP P20B2

野田屋菓子舗2
●のだやかしほ

K一宮市今伊勢町馬寄字呑光寺
4-6 k名鉄名古屋本線石刀駅か
ら徒歩15分 J9～18時（土・日曜、
祝日は8時～） i無休 p12台

c o u p o n

※1会計につき1個
※2022年5月31日まで有効

商品ご購入の方に
粗品プレゼント

菊一あられ

愛知県産のたまりをベース
にした濃厚な醤油ダレのあ
られが名物。100%国産の
餅米を使うため、あられは
香ばしくて食感もいい。

t0586-45-6255 MAP P20B2

3
●きくいちあられ

K一宮市末広1-15-18 kJR尾張
一宮駅・名鉄一宮駅から徒歩10分 
J10～17時 i日曜、祝日 p2台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

ご購入代金
5％OFF

パティスリー
野うさぎ

地元産の卵や季節のフルー
ツを使って洋菓子を作る。
一宮バウムやいちのみやた
まねぎんクッキーは、「いち
のみや食ブランド」に認定。

t0586-43-6861 MAP P20B2

4
●ぱてぃすりーのうさぎ

K一宮市平和3-2-20 kJR尾張一
宮駅・名鉄一宮駅から徒歩15分 J
9～19時 i月・火曜 p15台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入で
10％OFF

金銀花酒造

木曽川の清廉な伏流水で
酒造り。女性蔵人（くらびと）
が中心となり、女性も楽し
みやすい日本酒を提案す
る。日本酒の仕込み体験も。

t0586-73-3282 MAP P20B2

5
●きんぎんかしゅぞう

K一宮市今伊勢町馬寄字山之小路
19 k名鉄名古屋本線石刀駅から
徒歩15分 J9～19時 i不定休 p
2台 c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入でジュース
またはコーヒー1本サービス

大正14年（1925）創業
の漬物店。人気の千両
なすをはじめ、工場直
送の漬物が多彩に揃う。

t0120-81-3896 MAP P20C3

三井宮蔵7
●みついみやのくら

K一宮市三ツ井1-10-8 kJR
尾張一宮駅・名鉄一宮駅から
名鉄バス九日市場行きで15
分、平島南下車、徒歩5分 J
10～18時 i水・日曜（7・8・
11・12月は日曜営業） p6台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

千両なす（1本入×3）
10％OFF

一宮市の観光情報を提
供。尾州織物をはじめ
特産品も販売している。

t0586-85-7030 MAP P20A1

一宮市観光案内所8
●いちのみやしかんこうあんないしょ

K一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビ
ル1階 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮
駅から徒歩すぐ J10～18時 i
無休 pi-ビル立体駐車場147台

（30分100円）※20分以内は無料

6 なごやきしめん亭 
商品管理センター

明治10年（1877）創業
の老舗きしめんメーカ
ー。工場に併設された
直売所には、お得なア
ウトレットコーナーも！

t0586-78-1251 MAP P20C1
●なごやきしめんてい しょうひんかんりせんたー

K一宮市浅井町黒岩番外19 
k東海北陸自動車道一宮木曽
川ICから車で10分 J9～17
時 i土・日曜、祝日 p5台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※一部割引除外商品あり
※2022年5月31日まで有効

商品管理センターでの
購入で定価より20％OFF

小麦の香りを大切に粉か
らこだわりパンを焼く。ハ
ード系から食パン、デニッ
シュ、総菜パンまで多彩。

t0586-52-5797 MAP P20B2

Pique‐niquer9
●ぴくにけ

K一宮市住吉1-23-1 k名鉄尾
西線観音寺駅から徒歩13分 J11
時～18時30分 i日・月曜 p6台

手間暇かけて栽培した
朝採りの完熟イチジクは
甘みが濃厚。ジャムやグ
ラッセのギフトセットも。

t0586-77-0975 MAP P20C3

ファーム大しま12
●ふぁーむおおしま

K一宮市丹陽町九日市場2852 
k名神高速道路一宮ICから
車で5分 Ji予約対応 p3台　
※一宮市観光案内所でも販売

江戸末期より160余年続
く老舗。鰹節や海苔、椎
茸、昆布など、こだわりの
乾物を取り扱っている。

t0586-72-2947 MAP P20A1

安藤鰹節店13
●あんどうかつおぶしてん

K一宮市本町3-2-12 kJR尾張
一宮駅・名鉄一宮駅から徒歩5分 
J9時30分～19時（月曜は～16
時） i無休 p共通駐車券対応

フルーツサンドをはじ
め、50種類以上が揃う
サンドイッチの専門店。

t0586-24-1898 MAP P20B2

3℃10
●さんどしー

K一宮市富士1-16-5 kJR尾
張一宮駅・名鉄一宮駅からi-
バス千秋町コースで8分、朝
日下車、徒歩2分 J9～18時

（土・日曜、祝日は8時～） i
無休 p15台

c o u p o n

※1冊につき1会計まで有効
※2022年5月31日まで有効

500円以上の購入で
100円OFF

11 coquelicot

東京やフランスで修業し
たオーナーが腕を振るう
パティスリー。白を基調と
したおしゃれな店舗には
季節に合わせたケーキ
や焼き菓子などが並び、
見ているだけでワクワクす
る。店内にはイートイン
スペースもあり。

t0586-62-0110 MAP P20B2
●こくりこ

K一宮市開明字西池田17-1 k
名鉄尾西線奥町駅からi-バス尾西
北コースで2分、将監下車、徒歩
5分 J10～19時 i水曜 p10台

お たも せ
おもたせに喜ばれるご当地の逸品を、「銘菓」
「特産」「普段使い」の3つのテーマ別にセレ
クション。贈る人や場所、シーンなど、TPO
に合わせて一宮の味を使い分けしよう！

セレクション

「銘菓」 「特産」 「普段使い」

喜ば
      れる

羽二重餅 1
二ツ折こし餡270円
白丸つぶ餡250円
最上級の羽二重粉を使っ
たふわふわの餅で、上品
な甘さの餡をやさしく包む

いちご大福 2200円
甘～いイチゴとピンクの餡を包んだ自
慢の銘菓。全国観光土産品推奨品

馬の目饅頭 1190円
大判焼き風のカステラ
生地に、やわらかいこ
し餡が入った焼き菓子

いちのみや
たまねぎん
クッキー
119円
一宮産のタマネギを使
い、ほんのりスパイシ
ーに仕上げたクッキー

4
金の一宮バウム（下）

一宮バウム（上）

4
1本1728円

1本1620円

一宮産の米粉と卵で焼き上げた、
しっとりふんわりのバウムクーヘン

金銀花 大吟醸 
慶 よろこび 5
720㎖ 3000円
最高級の山田錦を使っ
て醸した大吟醸。芳醇
ですっきりとした飲み口

宮蔵漬 7540円
ダイコンやレンコン、ナスなどを特製
たまり醤油ダレで漬け込んだ漬物

かつお節屋が作ったお菓子
～豆菓子～ 13
鰹本枯節の粉を使った豆菓子。カ
ツオの香りとうま味がふわりと広がる

1袋80g入378円

いちじくジャム12150g480円
完熟イチジクを収穫し
てすぐに加工。パンや
ヨーグルトとご一緒に

くまさん
チョコレートムースとイチ
ゴのムースの2層仕立
て。鼻と耳はクッキー

11490円

新生 10637円
スモークサーモン、バジ
ル、クリームチーズが相
性抜群。女性人気No.1

お花のフルーツ
サンド 10334円
ミカンとマスカットで花
をかたどった、断面
萌えのスイーツサンド

クロワッサン 194円
3種の小麦粉をブレンド。
軽い口当たりで、発酵
バターの余韻もいい

京菓子司 
川村屋賀峯総本店

江戸時代創業の老舗菓子
舗。季節の生菓子は数々
のお茶会の席でも供され、
その名は全国区を誇る。

t0586-68-0032 MAP P20A3

1
●きょうかしつかさ かわむらやがほうそうほんてん

K一宮市萩原町串作1449 k名鉄
尾西線萩原駅から徒歩3分 J8時
15分～18時 i火曜（祝日の場合
は翌日）※月1回連休あり p10台

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

1000円以上ご購入で
季節の干菓子プレゼント

9

上のり巻
1袋（115g）430円
醤油ダレで味付けしたあられに、
愛知県産の海苔を巻いた看板商品

3 ベジタブルあられ
（ゆず味噌）

1袋（25g）140円
地元高校と共同開発。食べ
ると愛知県産の味噌と、爽
やかな柚子がフワリと香る

3

季節のデニッシュ
421円
季節の食材を使った人
気パン。サクッとした
生地の食感も楽しい♪

9

11

福
ふく

来
ら

蜜
みつ

8300g1300円
クロガネモチの花から
採蜜。蜜は甘みと酸味、
苦みのバランスが絶妙

いちじくグラッセ 1270g280円
完熟イチジクをほどよい甘さで砂
糖煮。自然の甘みがしっかり濃縮
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