豊田市

公共交通機関でお越しの場合は

豊田の観光情報が
ぎゅっと詰まってます！

「とよたおいでんバス」

詳しくははこちら

の利用が便利です。

http://michinavitoyota.jp/

https://www.tourismtoyota.jp/

Googleマップ検索も
できます！

ツーリズムとよた

宿泊

グルメ

お土産

アクセス

公式LINEに
友だち登録しよう
！

Facebookで

Instagramで

ファンクラブ会員でもっと便利に！

旬の情報配信中！

豊田の新たな魅力発見！

https://line.me/R/ti/p/5F4FhVtU3e

https://www.facebook.com/tourismtoyota/

https://www.instagram.com/tourismtoyota/

つながろう！

見つけよう！

〒471-００３４ 豊田市小坂本町1丁目25番地
豊田商工会議所1階

TEL.0565-85-7777
FAX.0565-85-7700
https://www.tourismtoyota.jp/
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グルメ
ガイド

ジビエ

季節料理

豊田市足助町田町17
11:00〜19:30 LO
木曜日（祝日の場合は営業）
0565-62-0018 MAP：F-2 52

いろりの宿

【郷土料理】

レストラン レクラ・ド・リール

【フランス郷土料理】

稲武

豊田市大野瀬町池ヶ平1-1
11:00〜14:00 ※要予約
水曜日
0565-84-1150 MAP：G-1 57

カジュアルな南フランス料理の店。
お酒に合うジビエ料理はおまかせ。

香嵐渓 一の谷

【日本料理・季節料理】

旭

亀甲苑

純系名古屋コーチンを炭火焼で。
牧場直営店だから新鮮で美味しい！

豊田

豊田市東山町1-10-12
ランチ 11:30〜14:00（LO 13:30）
ディナー 18:00〜22:00（LO 21:00）
月曜日
0565-80-3377 MAP：E-2 34

カントリーレストラン
渓流荘 【季節料理】

足助

うなぎと鮎料理で有名な
和食処。季節の旬にこだわった
料理をどうぞ。

を楽しむ

滋味豊かで柔らかく、栄養価も高い
万能肉・ジビエは、狩猟が盛んにな
る秋〜冬が旬。
とよたのシカやイノ
シシたちは、山の実を食べて育つの
で、甘く柔らかみのある肉質です。
ウ
インナーやコロッケにも加工されて
います。

井筒亀

【日本料理・季節料理】

ジビエ
特集

足助

猪鍋・熊鍋・キジ鍋・田舎鍋を秘伝の
赤味噌仕立てのだしで提供。

ニジマスの釣り池やDAYキャンプ場も
併設する体験型レストラン。

豊田市足助町一の谷22
10:30〜15:00 LO (以降は予約のみ)
木曜日（祝日の場合は営業)
0565-62-0508
MAP：F-2 51

豊田市田津原町静滝17-1
食事（予約制）11:00〜15:00 LO／DAYキャンプ 10:00〜
16:00／テントキャンプ 10:00〜翌日10:00
月曜日(祝日の場合は翌営業日)
0565-68-3197 MAP：F-1 46

腰掛山荘 【郷土料理】

下山

山菜、
鮎、
きのこ、
猪肉のほか、
珍しい
へぼ（蜂）めしも味わえます。

豊田市羽布町腰掛17-10
11:00〜18:00（宴会利用の場合は20:00まで）
水曜日（祝日の場合は営業)、年末年始12/29
〜1/1まで休業（1/2より通常営業）
0565-90-3474 MAP：F-3 67

三河湖のほとりに築
140年の古民家を移築。
昔懐かしい雰囲気の中
で食事ができます。

足助村

【鍋料理（冬期期間限定）】

うなぎの三河

【うなぎ料理・和食】

下山

地元に愛されるうなぎ店。店主自ら
獲り捌いたジビエ料理は絶品。
豊田市羽布町鬼ノ平1-16
10:00〜20:00
不定休
0565-90-3473 MAP：F-3 68
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かじか苑

【郷土料理】

下山

季節を感じられる店。ダムカレーの
ほか川魚・山菜・しし鍋も人気。
豊田市羽布町金山29
11:00〜
月曜日(祝日の場合は翌営業日)
MAP：F-3 66
0565-90-3320

足助

BBQのできる人気の野外施設。
冬には貸切のバンガローで120分猪肉
食べ放題の「やいやい鍋」を楽しめます。
豊田市岩神町川見13-4
11:00〜15:00 ※要予約
木曜日（祝日の場合は翌営業日）※GW、夏休み
（7/20〜8/31）は無休
MAP：F-2 49
0565-62-1188
※鍋は、1月〜3月中下旬の期間限定（要予約）
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お土産
醸造文化

とよたの

自 然 豊 か な 豊 田 だ から、山 の
幸 、川 の 幸 もま た 格 別！家 に
帰っても旅 の 感 動 が 続くよう
に、お土産はこちらでどうぞ。
と
よた自慢の厳選グルメをご紹介
します。

清らかな水から生まれた酒、木桶で仕込んだ味噌
など、
とよたの美味しい文化は食卓に続いています。

蔵元 桝塚味噌
合資会社 野田味噌商店

お茶づくり

とよたの

とよたの

高原の緑茶は
香り高くまろやか♪

豊田

いしかわ製茶

農薬不使用・有機栽培の茶を製造。
品評会受賞の常連として有名。
豊田市豊栄町9-48
0565-28-4021
MAP：D-3 23

お茶うけは
♡
濃厚抹茶スイーツ

自然仕立ての手摘み深蒸し茶・抹茶は、
香り高く最高級の味わい。

豊田市桝塚西町南山6
【直売店】9:00〜17:00
日曜祝日、GW、夏季休暇、年末年始等
0565-21-0028 MAP：D-3 20

碧園 お茶の純平

豊田市吉原町屋敷畠67
9:00〜20:00
水曜日
0565-52-3810
品評
MAP：D-3 24

豊田

限定
会入 品の
賞茶
3種

！

明治３年より150年続く老舗。
5代目がこだわる茶園で
茶摘み体験を行っています。
豊田市吉原町屋敷畠38
9:00〜18:00
水曜日
0565-52-3119
MAP：D-3 25

豊田市黒田町南水別713
平日10：00〜18：00／土日祝日9：30〜18：00
無休
0565-83-3601 MAP：G-1 61

完熟フルーツ
おいしいよ！

全国新酒鑑評会で金賞受賞！
優しい味わいで人気の
「菊石」
の蔵元。

女子に人気の
しょうがパウダー！

豊田市四郷町下古屋48
店頭売店[月〜金] 9:00〜18:00、[土] 10:00〜15:00
日曜日、祝日、夏季休業、GW休業、年末年始休業
0565-45-0020 MAP：D-2 21

大橋園芸

豊田

ゴールドトマトを贅沢に使った
生ジュースはフルーティな味わい！
豊田市鴛鴨町畑林280
0565-29-0365

※JAグリーンセンター、イオンスタイル豊田店
にて購入ができます。
MAP：D-3 22
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とよた自慢の特産品
とよたはフルーツ王国。猿投のもも、
子どもの頭ほどあるジャンボ梨
などが有名です。

豊田

浦野合資会社

この味を知ったら
他のトマトジュースは
飲めなくなる！？

こだわりの農産物から生まれた
加工品もまた格別の美味しさ！
他では買えないプレミアムなお土産です。

珈琲・紅茶専科
カノン珈琲

愛宕梨・もも：猿投選果場
0565-46-2225

まちなかでお土産を
買うならココ！

豊田

窯焼きした生姜のパウダーが人気。
ひと振りでぽかぽか！
みよし市福谷町壱丁田6-4
9:00〜15:00（LO 14:30）
水曜日・日曜日
0561-36-9539 MAP：D-2 26

松坂屋 豊田店

まだまだある

銘酒「蓬莱泉」
「一念不動」で知られる蔵。
酒蔵見学や酒造り体験も行っている。

こだわりの名産品

世 界 にひとつ の 、
オーダーメイドの
酒を仕込めますよ！

稲武

豊田

高香園

豊田

木桶仕込み・長期天然醸造の熟成豆
みそは、まるみとうまみが凝縮。

ほうらいせん吟醸工房

とよたの
お土産

とよたは県内有数の茶の産地。中でも
抹茶原料のてん茶は、品評会で好成績
を収めるほど味と香りが優れています。

豊田

地元が誇る厳選グルメが勢ぞろい！
チェックすべし。
豊田市西町6-85-1
平日10:00〜19:00／土日祝・振替休日10:00〜19:30
1月1日
0565-37-1111 MAP：D-2 27
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豊田エリア
まち・
好 奇 心をくすぐら れる モノづくりの
♪
しょ
けま
出か
検に
イ探
豊田 市街でオイシ
さなげ

猿投温泉 ホテル金泉閣・日帰り温泉 金泉の湯
「医者がすすめる奇跡の温泉」
に選ばれた効能抜群の
天然ラドン療養泉が自慢の猿投温泉。
美しい自然景観と庭園に囲まれた和の癒しリゾートです。

豊田エリア

テレビ番組で話題★「カレーもつ鍋」
が人気のお店！
げんき食堂 WAKU家 【和風居酒屋】
極みのカレーもつ鍋の究極のカレースープと
厳選プリプリの国産牛ホルモンは絶品です！
〆にはチーズリゾットがおすすめ。

豊田市豊栄町1-88
【月〜金】11:30〜14:00
（料理LO 13:45、ドリンクLO 13:45）
17:00〜23:30（料理LO 23:00、ドリンクLO 23:00）
【土】11:30〜23:30（料理LO 23:00、ドリンクLO 23:00）
【日】11:30〜22:30（料理LO 22:00、ドリンクLO 22:00）
無休
0565-29-1811
MAP：D-3 29

ホテルレストランでプチ贅沢を楽しもう
豊田市の中心に位置する名鉄トヨタホテルは、
フットワークにとても便利な豊田市
駅前の本格シティホテル。
和食、
洋食、
鉄板料理の一流レストランがあります。

名鉄トヨタホテル
日帰り温泉 金泉の湯

豊田市喜多町1-140
【チェックイン】13:00 【チェックアウト】11:00
無休
0565-35-6611 MAP：B-1 1

豊田市加納町馬道通21
【平日】9:30〜23:30（受付23:00迄）
【土日祝】8:00〜23:30（受付23:00迄）
無休
0565-45-5800 MAP：D-2 28

シーズナルキッチン
「ル・ボナール」

【バイキング・ビストロ】

昼はランチバイキング、
夜はお洒落なビストロとして。

飲食食堂【ステーキ・鉄板焼・定食】
日帰り温泉の後のお食事に。
木のぬくもりを感じさせる落ち着いた
店内には鉄板コーナーがあり、
目の前で
上質な肉や野菜を焼き上げます。
鉄板焼き以外にも、心と身体に嬉しい
料理があります。
【平日】11:00〜23:00（LO 22:00／鉄板焼21:30）
無休
0565-45-5800

【昼】11:30〜14:00（LO 13:00）
【夜】17:30〜21:00（LO 20:30）
無休
0565-35-4663

日本料理『御河(みかわ)』

【日本料理】

記念日に使いたい旬の味覚
あふれる四季会席をどうぞ。
【昼】11:30〜14:30（LO 14:00)
【夜】17:30〜21:00（LO 20:30)
無休
0565-35-6092

食事の後は温泉で
のんびりと…！

中華料理 桃源飯店【中華料理】
リーズナブルに中華料理を楽しめます。
【平日】11:00〜15:00（LO 14:00）
17:30〜21:00（LO 20:00）
【土日祝】11:00〜23:00（LO 22:30）
無休
0565-45-8522
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鉄板『欅(けやき)』

【ステーキ・鉄板焼】

目の前でシェフが調理するオープン
キッチンスタイル。
【昼】11:30〜14:30（LO 14:00）
【夜】17:30〜21:00（LO 20:30）
無休
0565-35-4663

ラウンジ『ひまわり』

【喫茶】

心地よいラウンジでゆっくり
ティータイムはいかが。
9:30〜18:15（LO 18:00）
無休
0565-35-6611
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いろんな国のグルメが楽しめる♪

店内の雰囲気もステキ！！
宴会にもおすすめ！

タイレストラン
タニサラ【タイ料理】

豊田エリア

バンコク、チェンマイ、イサーン
料理までメニューは70種類以上！

花遊庭

【フレンチ】

豊田市西町5-5 VITS豊田タウン4F
ランチ 11:30〜15:00
ディナー 17:00〜23:00
（LO 22:30）
無休（年末年始除く）
0565-33-5233 MAP：A-3 4

「お皿の上でもお花畑」をテーマとした
フレンチに舌鼓。
食後は美しい庭園散歩をどうぞ。
豊田市大林町1-4-1
11:30〜15:00（LO 14:00）
※夜間は貸切時のみ営業
土日（婚礼貸切の為。庭園散策は可能）
※4・5・6・11月以外は火曜日も定休
0565-25-2626

タイ料理ダイニングバー
コンケーン酒場

【タイ料理】タニサラ姉妹店

MAP：D-3 30

シンハービールの
「樽生」が味わえる！

タイ東北部にあるコンケーン出身の
シェフが作る本格タイ料理。

レストラン レクラ・ド・リール

【フランス郷土料理】

美味しいフランス郷土料理と
ワインをカジュアルに楽しめる店。
豊田市東山町1-10-12
ランチ 11:30〜14:00
（LO 13:30）
ディナー 18:00〜22:00
（LO 21:00）
月曜日
0565-80-3377
MAP：E-2 34

Bullshit

【イタリアン】

も、
ひとり飲み ！
も
ー
パーティ

自家製生パスタ、肉料理が自慢の
おしゃれなイタリアンバルです。

豊田市西町5-5 VITS豊田タウン1F
17:30〜翌4:00（LO 3:00）
日曜日
0565-41-5553 MAP：A-2 5

ロケーション抜群！最高のひとときを演出
豊田市駅から約2分の好立地にあるホテルトヨタ
キャッスル。
上質なサービスで最高のときを過ごせます。

ホテルトヨタキャッスル
豊田市喜多町2-160 コモ・スクエア ウェスト
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】11:00
無休
0565-31-2211 MAP：C-2 2

オールデイダイニング「WINDSOR」

【洋食ダイニング】

オールタイム使えるホテル
レストランでプチ贅沢♡

豊田市西町1-80 ドリームマンション1F西側
ランチ 11:00〜14:00
ディナー18:00〜24:00
日曜日・祝日
※貸切のみ日曜日・祝日可
0565-77-4175

6:45〜17:00（LO 16:30）
【朝食】6:45〜10:00
【ランチ】11:30〜14:30（LO 14:00）
※17:00以降はホテルイベント等貸切営業のみ
無休
0565-31-2211

MAP：B-2 3

鉄板焼「DAN」

【鉄板焼】

目の前で大胆かつ繊細に
行われる鉄板技に魅了されます。

ブービーズ TOYOTA

【ダイニングバー】

世界の樽生ビールも楽しめる英国パブ。
土・日はランチもやっています。
豊田市喜多町2-170 KiTARA108
月〜木曜17:00〜26:00／金曜17:00〜29:00
土曜11:00〜29:00／日曜11:00〜26:00
無休
0565-41-8821
MAP：C-1 6
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11:30〜14:00
【平日】17:30〜21:00（LO 20:30）
【土日祝】17:00〜21:00（LO 20:30）
無休
0565-31-2211

中国料理「桃園」

【中国料理】

広東料理ベースのヘルシーな
中国料理をリーズナブルにいただける！
【昼】11:30〜14:00
【夜】17:00〜21:00（LO 20:30）
無休
0565-31-2211
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豊田エリア

丸焼きにガブリ！
女性に嬉しい野菜巻き串は種類も豊富。
晴晴゛
【総合居酒屋】

四季折々の地元食材を味わう和食処
杜若 【和食】
四季折々の厳選食材を使った和食処。
豊田の地酒にもこだわり、
じっくり味わえる店です。

名物鶏の丸焼きをはじめ、野菜巻き串や
どて焼きなど自慢の料理がウリです。

豊田市喜多町2-160
コモ・スクエアウェスト 2F
11:30〜14:00（LO 13:30）
17:00〜24:00（LO 23:30
無休
0565-35-8220

豊田市若宮町1丁目24-2
【平日】17:00〜25:00（LO 24:30)
【祝日】17:00〜24:00（LO 23:30)
日曜日
（翌日が祝日の場合は営業、翌日休み）
0565-35-1150 MAP：B-1 7

MAP：C-2 12

新鮮な魚が自慢の居酒屋へ行こう！

おかととき 【和食】
豊田市駅近くの大人の隠れ家。
掘りごたつ個室で産地直送の新鮮な
魚を召し上がれ。

飲み喰い処 ろく 【和風居酒屋】
こだわりの焼酎と美味しい海の幸が
味わえる居酒屋。極上海鮮に感激。

豊田市西町5-2-1 MKビル1階
【月〜土、祝日、祝前日】17:00〜翌0:00
（料理LO 23:00 ドリンクLO 23:30）
【日曜日】17:00〜翌0:00
（料理LO 23:00 ドリンクLO 23:00）
不定休
0565-34-5530

豊田市神田町1-4-2 ビジネスホテルα-1豊田1F
【朝】6:30〜9:30
（LO 9:00）
【昼】12:00〜14:00（LO 13:30）
【夜】17:00〜24:00（LO 23:00）
【朝】無休【昼】土日祝定休【夜】日曜定休
0565-32-7810 MAP：A-4 8

MAP：A-2 13

長崎五島 ろく丈 【和風居酒屋】
魚を食べるならココ。
お肉料理も豊富！
「旬」と「鮮度」へのこだわりは半端ない
へのこだわりは半端ない！
豊田市若宮町8-1-7 ST.RITZ.BLD 2F
17:00〜24:00
日曜日
0565-35-6699
MAP：A-1 9

HARU 【ダイニングバー】

まめあん 【和食】
駅前店

駅前店限定の「豆膳ランチ」は
女性に大人気。本格和食をお手軽に
堪能できるセットです。
豊田市西町6丁目62番地1
11:00〜14:00
17:00〜23:00
月曜日
0565-32-7708
MAP：B-2 14

駅南店

おすすめは駅南店限定の
「季節の懐石コース」。会食、
大切な接待に喜ばれています。
豊田市西町2丁目35
17:00〜23:00
月曜日
0565-41-7327
MAP：B-3 15

和洋の新鮮魚介料理が楽しめる
オシャレなお店。
デートにも使える！
豊田市西町5-28-1ミリアビル1F＆2F
17:00〜24:00（LO 23:00）
日曜日
0565-32-6335
MAP：B-2 10

ROKU KANDA【ダイニングバー】
長崎五島の新鮮な海の幸が味わえる
「ろく」の洋食ダイニング。

a
e
r
A
a
t
o
y
o
T

豊田市神田町1-5-4 英淑ビル
17:00〜23:00（LO 22:00）
日曜日（予約時は営業、要連絡）
※2月〜10月末までは日曜・木曜休み
0565-63-5779
MAP：A-4 11
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豊田エリア

豊田名物 ウナギをマチナカで味わえる！

会話もはずむ♪ お気に入りカフェごはん

うな忠

カフェコンセッション

【うなぎ】

【カフェ】

生きた鰻を注文が入ってから
ひらき、
炭で焼く。自家製たれの
美味しさにも定評あり。

低温ステーキとクラフトビールが
楽しめる大人のカフェ。
おしゃれな
カフェランチやパティシエの
手作りスイーツも評判です。

豊田市高上1-7-1
【昼の部】11:30〜14:00
【夜の部】16:30〜20:00
火曜日（祝日の場合は営業）、月2回水曜日
0565-88-2113 MAP：E-2 31

豊田市若宮町1-27-2
11:00〜23:00（LO 22:00）
無休
0565-34-1112
MAP：B-1 17

外はパリッ！
中はフワッとしたうなぎ
ひつまぶしで
食べたい♪

うなぎ・じねんじょ まんまる

【うなぎ】

三河一色産うなぎを使った絶品の
うなぎ料理と皮ごと食べられる
自然薯料理の店です。
豊田市前田町6-27-1
ランチ 11:30〜14:00（LO 14:00）
ディナー 17:00〜23:00（LO 22:00）
月曜日（土用の丑の日、GW、お盆期間は無休）
0565-41-6712 MAP：D-3 32

蔵カフェ&マルシェ
【カフェ】
「ころも農園」
築100年の蔵で食べる絶品の
ハヤシライス。桃太郎トマトの
優しい味に癒されます。

豊田市桜町2-56
【ランチ】
11:00〜14:30（LO 14:00）
【ディナー】
17:00〜22:00（LO 21:30）
日曜日
0565-41-8510 MAP：C-3 18

スイートコーンズ
メグリアエムパーク店

満福支店

【うなぎ】

【カフェ】

自家焙煎珈琲と手作りパンが
自慢のカフェ。オトクな
セットメニューが豊富です。

うなぎ一筋50年！こだわりのタレで
じっくり焼き上げた職人の味。
やみつき注意です！

知る人ぞ知る
老舗うなぎ屋さん

豊田市前山町1丁目27
【平日】10:00〜20:30
【土日】9:00〜20:30
無休
0565-28-7855

豊田市小坂本町5-13-10
11:00〜14:00（LO 13:45）
17:00〜20:00（LO 19:45）
月曜日、第3日曜日
0565-32-1970 MAP：A-4 16

リバーサイドとピッチサイド
からの眺 望も魅 力！
レストラン
「ヴェルデロッソ」

【洋食ダイニング】

地上30mから街を一望。シェフ自慢の
コースランチで贅沢な時間を♪
豊田市千石町7-2 豊田スタジアム4階
11:00〜15:00（LO 14:30）
団体様でのパーティーのご予約は、
営業時間外でも承ります。
火曜日
（その他、
イベント・施設点検により
臨時休業する場合もございます）
0565-87-5208 MAP：C-2 19
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まちなか観光 情報 は
こちらをチェック！

MAP：D-3 35

豊田市コンサートホール

https://www.tourismtoyota.jp/facilities/
豊田市市街地にあるスポーツ・文化施設に
お出かけの際には、
少し足を伸ばして豊田市
の観光を楽しみませんか？
街中から1時間圏内で温泉や自然豊かな
スポットなど、
リフレッシュスポットがたく
さんあります。

豊田スタジアム

12
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豊田エリアでオススメのお土産
ケーキハウス アンジュ

【洋菓子】

みんな知ってる人気店。定番はもちろん
季節限定の洋菓子もオススメ。
豊田市平戸橋町石平61-15
9:00〜19:30
（日曜日 9:00〜19:00）
水曜日、他1日
0565-45-1039
MAP：E-2 36

松平エリア
歴史と
立身出世のパワースポット、松平。
しよう！
ット
をゲ
秘宝
しい
自然に触れ、美味

徳川家康公の始祖の地に佇む 自然豊かなリゾート
徳川家のルーツといわれている松平氏の発祥
の地で、
ゆったり食事を楽しみませんか。

かわいい外観が
目印

ホテルフォレスタヒルズ

御菓子司 福寿園

【和菓子】

豊田市岩倉町一本松1-1
【チェックイン】14:00 【チェックアウト】11: 00
無休
0565-58-3500
MAP：E-3 42

懐かしくて新しい季節の和洋菓子。
楽しいスイーツタイムに！
豊田市和会町新切41-3
9:00〜19:00(最終受付)
火曜日
0565-21-0721
MAP：D-3 37

どれも美味しそう！
迷っちゃいますね

菓舗 近江屋

【和菓子】

厳選された小豆とお砂糖で作った
こだわりのあんこ。宝石箱のような
和菓子がずらり！

松華堂

【モーニング】7:00〜10:00（LO 9:30）
【ランチ】11:30〜15:00
（LO 14:30）
【ディナー】17:00〜21:00（LO 20:30／
コース料理は20:00）
無休
0565-58-3528

笑みがこぼれる和空間

ラウンジ エスタシオン

豊田市宮上町3-26-7
9:00〜19:00（日曜日は、9:00〜18:30）
水曜日・第3火曜日
0565-32-2416 MAP：D-2 39

株式会社こいけやクリエイト

【はちみつ】

糖度80度以上！平戸橋町で集めた
自然のままの希少なはちみつです。
豊田市平戸橋町馬場瀬69-1
9:30〜18:00
土日祝日（年末年始、夏季休暇あり）
MAP：E-2 40
0565-42-6547

和処 花乃里 【日本料理】
「和」の趣を大切にした情緒豊かな空間で、
四季折々の味覚を活かしたお料理を
ご堪能いただけます。
【昼の部】11:30〜15:00（LO 14:00）
【夜の部】17:00〜21:00（LO 20:30）
※会席料理はラストオーダー1時間前
無休
0565-58-3530

新しいけれどどこか懐かしい季節の和菓子が
人気。小豆本来の美味しさを追求しています。

15

季節ごとに表情を変える豊かな自然を
愛でながら極上のフレンチが堪能できます。

宮上店

とよたで採れた
完熟はちみつ♪

四季折々の景色と
ともに味わう美味

フォンターナ 【フレンチ】

豊田市若林東町棚田24
火〜土曜日8:00〜18:00／日曜日8:00〜17:00
月曜日
0565-52-0108 MAP：D-3 38

見た目もかわいい！
【和菓子】

豊田エリア
松平エリア

【喫茶・ラウンジ】

心癒される
ティーラウンジ

美しいフォレスタの自然に
癒されるティーラウンジ。
安心でやさしい
自然派の調味料です

なのはな農園

【なたね油など】

健康な土地で育った
ワンランク上の調味料

豊田市花丘町1-17
9:00〜17:00
土・日・祝
0565-41-4837 MAP：D-2 41

※事務所での取扱は上記ですが、農協本店横の産直、
どんぐりの里でも取り扱っております。

【平日】9:30〜17:00
【土日】9:30〜20:00
無休
0565-58-3500

70 年余続く秘伝の焼きまんじゅう
徳本まんじゅう本舗

【和菓子】

なめらかなあんと少し硬めの皮の相性が
最高！白あんの他季節限定のあんも登場。
豊田市中垣内町広畑6-5
8:00〜19:00
木曜日

0565-58-0353

MAP：E-3 43
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旭エリア

旭エリア

やな場で楽しむ アユ料理
おど観光やな

【ヤナ場】

、奥矢 作温 泉
奥矢 作湖 、黒谷 渓谷 、旭高 原元 気村
美味しい！
物も
食べ
。
リア
旭エ
郷など水の豊かな

素晴らしい眺めの中でつかみどり！
り！
焼きたての鮎を楽しめます。

愛知県最古の温泉 笹戸温泉
温泉宿でゆったりジビエ料理を堪能

豊田市小渡町間ヶ島12-1
7月第2土曜〜10月下旬
10:00〜19:00
無休
0565-68-2255

MAP：F-1 47

旬樹庵紫翠閣とうふや

矢作川が一望できる景色の良いやな。
お子様はアユのつかみ取りができます。

【温泉旅館】

愛知最古の天然温泉を持つ湯宿。
出汁にこだわる会席料理に舌鼓。

ふれあい動物園など自然を満喫できる
旭高原元気村にあるレストラン

豊田市笹戸町畷7
【チェックイン】15:00 【チェックアウト】10:00
MAP：F-1 44
無休
0565-68-2331

レストランげんき亭

【レストラン】

ミネアサヒを使用した五平餅定食や
自然薯料理などが人気です

笹戸温泉 旅館勇屋別館

豊田市旭八幡町根山68-1
9:00〜17:00（LO 16:30）
木曜日（GW、夏休み期間中は無休）
0565-68-2755
MAP：F-1 48

【温泉旅館】

温泉とともにしし鍋などの季節
料理、自然薯料理が楽しめます。

豊田市笹戸町惣作8
【チェックイン】15:00
【チェックアウト】10:00
不定休
0565-68-2654
MAP：F-1 45

旭高原元気村は、
ふれ
あい動物園やキャン
プ場、ＢＢＱも併設
しています。

第一弾！

矢作ダムカレー
矢作ダムは、アーチ式コンクリートダムで、
放物線を描く形をしています。矢作ダムを
象徴する巨大アーチはごはんになって、なみ
なみとしたカレーが注がれています！ごはん
を崩してダム放流を楽しもう♪

川遊びやバーベキュー
などアウトドア体験もで
きるレストランですよ！

カントリーレストラン渓流荘
▶P17

カントリーレストラン渓流荘

【季節料理】

自然に囲まれながら、季節料理と豊田産
ジビエを堪能できる店。

豊田市田津原町静滝17-1
食事（予約制）11:00〜15:00 LO／DAYキャンプ 10:00〜
16:00／テントキャンプ 10:00〜翌日10:00
月曜日(祝日の場合は翌営業日)
MAP：F-1 46
0565-68-3197

17

学も
予 約すると見
できますよ♪
ダムカードも
もらえます♪

旬樹庵紫翠閣とうふや
▶P17

旭高原元気村 げんき館内
「レストランげんき亭」
▶P18
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足助エリア

ジビエにアユ料理など
山里の旬の味が楽しめる！

並みが
四季折々に彩られる香嵐渓や古い町
に。
満腹
事で
い食
味し
は美
残る足助。歩いた後

日本屈指の紅葉の名所で川面を眺めながら
のんびりふるさとの味を楽しもう！

足助エリア

香嵐渓 一の谷

【日本料理・季節料理】

名物は猪鍋・熊鍋・雉(キジ)鍋・
田舎鍋。赤みそ仕立ての三河風です。

豊田市足助町一の谷22
10:30〜15:00 LO（以降は予約のみ）
木曜日(祝日の場合は営業)
0565-62-0508
MAP：F-2 51

季節料理 井筒亀(いづかめ)

香嵐渓にある三州足助屋敷の周辺には昔ながらの雰囲気が漂うグルメスポットが
点在してます。四季折々の風景を楽しみながらゆったりと流れる時間を楽しんで。

【日本料理・季節料理】

うなぎと鮎料理の老舗店として有名。
季節限定メニューが多数！

三州足助屋敷

豊田市足助町田町17
11:00〜19:30 LO
木曜日（祝日の場合は営業）
0565-62-0018
MAP：F-2 52

豊田市足助町飯盛36
9:00〜17:00(入場は16:30まで)
木曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(12／
25〜1／2)／12月の第3水曜日／ほか臨時
休館、臨時開館日あり
0565-62-1188 MAP：F-2 49

蔵の中ギャラリー マンリン書店

【喫茶】

足 助 屋 敷 の 手 作り
味噌と炭火を使った
絶品の五平餅！

足助村

桧茶屋

【鍋料理（冬期期間限定）】

【郷土料理・軽食】

山菜や鮎、五平餅など
山里の味を楽しめる食事処です。
9:00〜17:00（LO 16:30）
木曜日（祝日の場合は翌金曜日）、
年末年始（12/25〜1/2）、12月の第3水曜日
※4/27〜5/5のGWと11月は無休
0565-62-1188

バンガローとBBQ広場があり、
手ぶらBBQもOK(別料金)

11:00〜15:00 ※16:00〜20:00 4/27
〜9/30 夜間利用可 ※要予約
木曜日（祝日の場合は翌日）※GW、夏休み
（7/20〜8/31）は無休
0565-62-1188
※しし鍋は、1月〜3月中下旬の期間限定（要予約）

喫茶堅香子 【喫茶】
三州足助屋敷館内で作った炭で
自家焙煎したコーヒーを提供。

ノスタルジックな書店兼カフェ。
おいしいケーキに癒されます。
豊田市足助町新町2
10:00 〜18:00
木曜、水曜は不定休
0565-62-0010
MAP：F-2 53

フォトジェニック
な足助の町並みを
楽しもう♪

お土産にぴったり
旬の味がいろいろ老舗の和菓子

9:00〜17:00（LO 16:30）
木曜日（祝日の場合は翌金曜日）、
12月の第3水曜日
年末年始（12/25〜1/2）、
※4/27〜5/5のGWと11月は無休
0565-62-1188

一流のシェフによる料理が自慢。
大自然の中でいただくフルコース。
百年草 レストラン「楓」【フレンチ】
地元食材を使った本格フレンチ！
豊田市足助町東貝戸10
【ランチ】11:00〜14:00 LO
【ディナー】17:30〜19:30
水曜日（大型連休、お盆休み、年末年始、祝日は営業）
0565-62-0100 MAP：F-2 50
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日月もなか總本舗 川村屋

【和菓子】

もなか一筋、１００年作り続けた
伝統の白あん・小豆最中は絶品。
豊田市足助町田町22
8:30〜19:00
火曜日
0565-62-0014

MAP：F-2 54

御菓子司 風外

【和菓子】

「たんころりん」は珈琲味のわらび餅に
カスタードを包んだ和菓子。
豊田市足助町新町7-1
10:00〜19:00
火曜日
0565-62-0356

MAP：F-2 55
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稲武エリア

木のぬくもりが感じられる空間で
優しいごはんをいただこう♪

武エリアで、
自然・歴史・温泉の3拍子揃った稲
。
んか
ませ
かけ
グルメ旅に出

こだわりのブルーベリーを使った
スイーツがオススメ！

稲武エリア
小原エリア

ヒトトキ -人と木- 【カフェ】
家具工房とカフェの店。シンプルな
暮らしの喜びを感じる空間です。
豊田市稲武町タヒラ8-1
【営業日】木・金・土・日曜日（臨時休業、冬季休業あり）
【時間】11:00〜17:00（平日は16:00まで）
※ランチは11:30〜14:00
月・火・水（臨時休業、冬季休業あり）
0565-83-1008

インテリアや料理
に店主のセンスを
感じます！

MAP：G-1 60

ブルーベリーのこみち

【洋菓子・カフェ】

農薬や化学肥料を使わずに育てた
ブルーベリー畑と摘みたて新鮮の
ブルーベリースイーツの店です。

ブルーベリーが
たっぷり入ってる
♪

豊田市野入町ナギ下13-12
（こみちのケーキ屋さんMAKO）
9:00〜17:00
木曜日
0565-82-3365
MAP：G-1 56

ジビエや山の恵みを堪能 。
いろりの宿

有名 な
歌舞 伎、四季 桜、和紙 のふるさとで
。
ます
会え
に出
料理
ある
さの
美し
小原。

地元の食材にこだわった老舗の味。

亀甲苑 【郷土料理】

和食処ちとせ 【和食】

築150年の民家を移築した宿。
こだわりの高原コーチンの
料理はいかが。

昭和8年の創業時より継ぎ足している
秘伝のタレで焼き上げる国産うなぎは
最高です。

豊田市大野瀬町池ヶ平1-1
11:00〜14:00（要予約）
水曜日
MAP：G-1 57
0565-84-1150

豊田市小原町尾崎857-6
11:00〜22:00
火曜日
0565-65-2020

いろんなアユ料理が楽しめる！
おいでん・やな 【ヤナ場】
鮎の塩焼きやあゆ五平餅、
あゆめし
など鮎料理でおなかいっぱい！

豊田市大野瀬町ナカガイト
7月1日〜9月30日
【売店】10:00〜16:00
【ナイター営業】18:00〜21:00（予約制※10人以上）
【バーベキュー広場】予約制
無休
0565-83-3200(いなぶ観光協会)
MAP：G-1 58

お土産はもちろんイートインコーナーも
！
どんぐり横丁 【お土産・軽食】
稲武産ミネアサヒを使った五平餅や
米粉入りうどんなどの名物も！

豊田市武節町針原6-1
【平日】9:00〜17:00 【土日祝】9:00〜18:00
4月〜11月は休館日なし(冬季12〜3月は木曜日
祝祭日の場合は翌日）
0565-82-3666
MAP：G-1 59
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小原エリア

MAP：E-1 62

時を忘れてゆったり。
窯元でいただく大自然の恵み。
小原庵 【季節料理・喫茶】
古民家を利用した静かな空間で
いただける季節料理は最高！
季節の素材の味を味わって。
豊田市永太郎町梛下164-5
11:30〜21:00
（月曜〜金曜は予約のみ）
不定休
0565-65-3209
MAP：E-1 63

小原の美味しい水で作られたこだわりのお豆腐は
ぜひお土産に。
有限会社 柴田豆腐店
【とうふ店】

国産大豆１００％の天然にがり豆腐は
昔ながらの味が楽しめます。
豊田市上仁木町白山1087-1
7:00〜18:00
月曜日
0565-65-3023

MAP：E-1 64
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下山エリア

ごはんは、幻の
米
と 言 わ れて い
る
ミネアサヒ
を
使っています！

きる下山エリア。
三河 高原や三 河湖など自然を満 喫で
！
おう
味わ
うを
ちそ
ダイナミックにご

湖畔を望みながら頂く山の幸。

下山産のミネアサヒを
使った名物の
五平餅もオススメ！

三河路

【郷土料理】

三河湖が一望できる最高のロケー
ション。名物五平餅や自家製こん
にゃく刺身などが人気です。

こだわりのうなぎはもちろん、
猟師の店主が捕るイノシシや
シカ料理もオススメ。

うなぎの三河

【うなぎ料理・和食】

創業時より継ぎ足しのタレで焼かれた
うなぎは絶品。あゆ、猪や鹿などの
ジビエ料理もおすすめです。
豊田市羽布町鬼ノ平1-16
10:00〜20:00
不定休
0565-90-3473

豊田市羽布町鬼ノ平1-300
10:00〜18:00
火曜日
0565-90-3472
MAP：F-3 65

MAP：F-3 68

第二弾！

羽布ダムカレーは
ボリューム満点！

看板フクロウがお出迎え。
自然薯やアユなど 郷土の味が楽しめる。

三河路

▶P23

かじか苑 【郷土料理】
腰掛山荘

うなぎの三河

▶P23

豊田市羽布町金山29
11:00〜
月曜日(祝日の場合は翌営業日)
0565-90-3320
MAP：F-3 66

築 140 年の古民家で、
山里の雰囲気を堪能。
腰掛山荘

【郷土料理】

築140年の古民家を移築した山荘。
自然豊かな三河湖のほとりで、
食事や宿泊、川遊びができます。
豊田市羽布町腰掛17-10
11:00〜18:00（宴会利用の場合は20:00まで）
水曜日（祝日の場合は営業）、年末年始12/29
〜1/1まで休業（1/2より通常営業）
0565-90-3474
MAP：F-3 67

羽布ダムカレー
三河湖にそびえる雄大な『羽布ダム』
をイメージ
したダムカレー。下山の特産品をふんだんに取
り込んだスペシャルカレーをぜひ御堪能あれ。

ワタシに会いに
来てね！

三河湾で存分に遊んだ後はココ！
とろろ、川魚の刺身や川魚の塩焼き
など季節の滋味が味わえます。

下山エリア
藤岡エリア

▶P24

かじか苑
▶P23

藤岡エリア
美しい藤の花で有名な藤岡エリア。
が？
思わず笑顔になれるスイーツはいか

松華堂

藤岡店 【洋菓子】

旬のフルーツをふんだんに使った洋菓子は、
食感や口どけのよい繊細な味わいです。
豊田市深見町常楽377-3
9:00〜19:00（日曜日は、9:00〜18:30）
水曜日・第3火曜日
0565-76-0302
MAP：E-2 69
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▶P5

▶P21

げんき食堂WAKU家

40

株式会社こいけやクリエイト

蔵元 桝塚味噌 合資会社 野田味噌商店

30

花遊庭

41

なのはな農園

21

浦野合資会社

31

うな忠

▶P16

49

三州足助屋敷

57

いろりの宿 亀甲苑

65

三河路

22

大橋園芸

32

うなぎ・じねんじょ まんまる

42

ホテルフォレスタヒルズ

50

百年草 レストラン
「楓」

58

おいでん・やな

66

かじか苑

23

いしかわ製茶

34

レストラン「レクラ・ド・リール」

43

徳本まんじゅう本舗

51

香嵐渓 一の谷

59

どんぐり横丁

67

腰掛山荘

24

高香園

35

スイートコーンズ メグリアエムパーク店

52

季節料理 井筒亀
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ヒトトキ -人と木-

68

うなぎの三河
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碧園 お茶の純平

36

ケーキハウス アンジュ

44

旬樹庵紫翠閣とうふや

53

蔵の中ギャラリー マンリン書店

61

ほうらいせん吟醸工房
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珈琲・紅茶専科 カノン珈琲

37

御菓子司 福寿園

45

笹戸温泉 旅館勇屋別館
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日月もなか總本舗 川村屋
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松坂屋 豊田店

38

菓舗 近江屋
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カントリーレストラン 渓流荘

55

御菓子司 風外
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猿投温泉 ホテル金泉閣・日帰り温泉 金泉の湯
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松華堂 宮上店
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ブルーベリーのこみち
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和食処ちとせ
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小原庵
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有限会社 柴田豆腐店

下山エリア

藤岡エリア
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▶P23

▶P24

松華堂 藤岡店
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