RETRO CAFE

10 店

一宮レトロカフェ

個性豊かな
喫茶店

一宮

#09

カフェ＆ピザ トレビス

デジタル
スタンプラリー
黒田

#08

珈琲屋Masa

木曽川

#07

新木曽川

#05

玉ノ井

茶房万葉人

奥町

#03

石刀

#10

今伊勢

開明

シェルボン

茶房 迎賓館 一宮店

22

155

名鉄一宮

#04

リーフ珈琲

155

オリーヴの木
観音寺

#02

苅安賀

#01

妙興寺

二子

カフェ ラパン・アジル

萩原

#06

カナデアン
コーヒーハウス

玉野

茶房あずまや

【参加方法】
期間中、スタンプ設置店（ 10店舗 ）にてスタンプを 4 つ集めると
豪華賞品が当たる抽選に応募できます。
対象店舗を巡ってスタンプを集めましょう。
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➡詳しくは P 9をご確認下さい。

茶房万葉人
02

#01 茶房あずまや
朝日

自家焙煎スペシャルティ珈琲専門店

丁寧に淹れた世界の珈琲とともに、
じっくり深い余韻を味わう。
世界各国のスペシャルティコーヒーを日替わりで楽しめる
コーヒー専門店。品質や鮮度にこだわり、自家焙煎した特
別なコーヒーを注文ごとに 1 杯ずつサイフォンで抽出。出来
上がりは約 2 杯分あるので、たっぷり味わえるのが嬉しい。

何世代も受け継がれる

美味しさとあたたかさ︒

A 一宮市玉野字大崎10-1
! 8:00〜17:00
㊡木
< 0586-83-1093
P 22台
■
【時間帯サービス】
モーニング・ティータイム
【支払】現金のみ
@coffee.roastery.101
地域No.1を目指すオーナーは鮮度にこだわり、甘味
や個性を前面に引き出す焙煎を心掛けている。

Ichinomiya

茶房 迎賓館 一宮店

12時からのスイーツは、店主のこだわりが詰まった逸品。

世界各国のコーヒー豆も販売しておりスタッフがおす

チーズケーキ
（500円）
も表紙のコーヒーゼリー（600円）
もオシャレ！

すめを教えてくれるので、
ぜひ新しい発見を楽しんで。

#02
朝日

カフェ ラパン・アジル

西洋の片田舎風のクラシカルな空間と
憧れのアフタヌーンティにときめく。

一宮の喫茶店は、個性豊かなモーニングで全国的にも有名ですが、

アンティークな雰囲気が魅力のレトロカフェ。アフタヌーン

その魅力は、朝のサービスだけではありません。

ティセットが有名で、なかでも温・冷が選べる特製プリンは

地元の人はもちろん知っていますが、

絶 品！紅 茶と合わせれば、まさにイギリス貴 族の優 雅な
ティータイムを味わえる。

レトロカフェはその土地で
切磋琢磨して進化し続けてきた歴史から
ランチも、午後のサービスもハイレベル。
落ち着いた空間と優しい笑顔が
こころもおなかも満たしてくれます。
ゆっくりしたい日は、レトロなカフェで過ごしませんか。
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A 一宮市祐久九百坪224-2
! 8:00〜20:00
㊡ なし
< 0586-69-6625
P 20台
■
【時間帯サービス】
モーニング・ランチ
【支払】現金のみ
@cafe.lapin.agile
田園風景が広がる田舎にぽつん、と佇む赤レンガ屋根の建物。

サンドイッチやロールケーキ、プリン、フルーツなど豪華なアフタ

入ってみれば、外国に迷い込んだような素敵な空間に迎えられる。

ヌーンティーセット
（1,380円）。美しすぎて気分があがる♪
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#03
三条

#05

シェルボン

神山

茶房万葉人

懐かしいメニューと自家焙煎珈琲。
和スイーツが導く、大人の時間。

ゴシックアーチの空間でいただく、
上品でおしゃれなサンドイッチ。
優雅な店内の雰囲気にマッチしたサービスやメニューを提

静かにコーヒーを楽しみたい人におすすめの店。世界の

供。 14 時から楽しめる無料のアフタヌーンサービスは、

コーヒー約18種類を自家焙煎し、一杯ずつハンドドリップ

プリンやチーズケーキなど 4 種類のお菓子から選ぶ。

して提供してくれる本格派だ。一宮駅西口からすぐ、かつ

店内ではケーキの販売も行っており、テイクアウトも可能。

駐車場もあるので、徒歩でも車でも利用しやすい。
A 一宮市新生1-7-14
! 8:30〜18:00
㊡木
< 0586-44-9988
P 14台
■
【時間帯サービス】モーニング
【支払】現金・PayPay・auPay

A一宮市篭屋3-9-17
! (月〜金) 8:00〜17:00
(日祝) 8:00〜16:00
㊡火
< 0586-46-1072
P 40台
■
【時間帯サービス】
モーニング・ランチ・ティータイム
【支払】現金のみ

@sabo̲manyojin

@cafe̲cherbon
ゴシックアーチ型の店内には、グラン

毎日少 量ずつ直 火で 焙 煎したコー

ドピアノが置かれ、優雅なひとときを
演出。低めのソファも心地よい。

人気ランチはドリンク代+480円で食べられる
鉄板ナポリタン。実は数種類のケチャップで繊細
に味付けしたこだわりの逸品だ。

#04
神山

サンドイッチランチ
（900円〜）は、
ドリンク・サラダ・アイス付き。

ヒーをハンドドリップで一杯ずつ出し

写真は白玉やあんこなどをのせた抹茶のソフトクリーム（520円）。

純喫茶らしく、
フードメニューはサンドイッチが充実。

ている。店内は豆の良い香りが漂う。

コーヒーに合う8種類の自家製スイーツを毎日用意している。

#06 カナデアン
富士
コーヒーハウス

オリーヴ の 木

喜ばせたい気持ちを大盛りに。
こだわりの詰まった絶品ナポリタン。

こだわりの珈琲をマイカップで。
私らしく過ごせる場所に出会える。

気取らず居心地のよい空間で人気。王道

かつて全国各地でブームとなった懐かしのカナディアンハウ

ともいえる絶品ナポリタンと浮野のブラン

スの喫茶店。天井が高く開放的で温もりのある空間に癒さ

ド卵を使用したふわふわの玉子サンド、

れる。「マイカップ」システムがあり、チケット 3 冊購入する

サクッと焼き上げたワッフルがおすすめ。

とお客様専用カップで出してくれるのがうれしい。

テラス席では、愛犬とのカフェタイムも楽
しめる。

A一宮市城崎通6-3
! 8:00〜17:00
㊡ 不定休
< 0586-24-2366
P 10台
■
【時間帯サービス】
モーニング
【支払】現金のみ

A 一宮市住吉2-1-1
! 7:00〜18:00
㊡木
P 16台
< 0586-27-6900 ■
【時間帯サービス】
モーニング・ランチ・ティータイム
【支払】現金・PayPay
@olive̲tree̲ofﬁcial
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14時からのティータイムに、
フルーツワッフルはいかが
（ドリンク代+350円）。

モーニングサービスは終日実施。薄めの小倉＆ジャムトーストとバター

なんとハート形にカットされた厚切りバタートースト
（400円）。

あまりの美味しさにワッフルをおかわりする人も。

トースト、ピーナツ＋バターあられがついている。

遊び心あるマスターが、子どもたちが喜ぶから、
と考案したそう。
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#07
西成

#09

茶房 迎賓館 一宮店

葉栗

カフェ＆ピザ トレビス
通り過ぎたらもったいない！
喫茶店で本格ピザ！？ の 驚き。

感動のある珈琲と軽食で 35 年、
大正レトロモダンでおもてなし。
グリドル（鉄板）で焼き上げるフレンチトーストが人気で、

138タワーの近くにあり、ゆったりと落ち着ける喫茶店。

一宮のフレンチトーストモーニングの草分け的存在。美味

自家製生地にこだわったパリパリ薄焼きピザはなんと13種

しさに定評のあるコーヒーは、焙煎度・ブレンドの異なる3

類から選べ、セットで注 文するとかなりオトクに（ 土日も

種類をメインに挽きたて一杯出しで提供している。

ランチあり）。午後2時半からテイクアウトもできるので公園
ランチにもよさそう。

A 一宮市大赤見大山西12
! 8:00〜18:00（金・土 22:00まで）
㊡ なし
< 0586-81-1789
P 25台
■
【時間帯サービス】
モーニング・ランチ・ティータイム
【支払】現金・PayPay

名物の特製フレンチトースト
（450円）。ふりかけたシナモンシュ

コーヒーを凍らせた氷に淹れたてのコーヒーを注ぐロックアイス珈琲

ガーが美味。卵液にさっとくぐらせるだけなので、重くならずサク

（500円）。
アフタヌーンサービスのふんわりパンケーキにもよく合う。

A 一宮市光明寺阿波羅9-2
! 7:00〜18:00
㊡日
< 080-3282-3540
P 20台
■
【時間帯サービス】モーニング
【支払】現金のみ

ソースと具のバランス、焼き具 合が 絶 妙のミックスピザ（ Mサイズ

落ち着く店内。モーニングは、小倉とジャムが卓上にセットされて

1,000円）。
ドリアやスパゲッティ、オムライスなども試してみて。

おり、
自由につけられるユニークなスタイルだ。

ふわの食感が楽しめる。

#08
葉栗

#10

珈琲屋 Masa

千秋

あなたは誰が好き？ 三英傑の
オリジナルブレンドをお試しあれ。

「フルーツサンド」
（ドリンク代+380円）。
季節のフルーツたっぷりの美しい逸品だ。

食べるのがもったいない、
宝石みたいなフルーツサンド。

農水省認定JAS規格の有機栽培の紅茶、産地や品種にこ

料理はすべてボリューム満点、農家から届く新鮮野菜も買

だわり三英傑の名を冠したオリジナルコーヒーがおすすめ。

えて、元気になれる喫茶店。
とくに素敵なカップで楽しむハ

また、
フレンチプレスとサイフォンから淹れ方を選べる特別な

ンドドリップコーヒーと、注文を受けてから作るフレッシュな

コーヒーもあるので、様々な味わいにトライしてみて。

フルーツサンドの相性は抜群！病みつき覚悟でどうぞ。
A一宮市千秋町佐野運動場前22
! 7:00〜18:00
㊡ 不定休
< 0586-77-8644
P 25台
■
【時間帯サービス】
モーニング・ランチ・ティータイム
【支払】現金のみ

A 一宮市佐千原五反田98
! 8:30〜16:30 ※2022年4月から
㊡木
P 26台
■
【時間帯サービス】
モーニング・ランチ・ティータイム
【支払】現金のみ
@̲cafe̲masa̲

@jokea1983.0319

12時まではモーニング、12時からはティータイムで、終日無料

フレンチプレス式のコーヒー（500円）
とゴマ入りベーグルサンド。

サービスあり。12時から15時までは限定メニューのランチを提供。

ポテトサラダやハム、
レタスをはさんだ満足モーニングだ。
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7時から11時半までのスペシャルモーニング

リーフ珈琲

とろとろ卵のオムライスに、熱々カレーがたまらない人気のオムカレー
（500円）。
ランチではサラダ・ドリンク・デザートが付く
（800円）。
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参加方法

参加方法

Web で応募する場合

マイアカウントを
作成

スタンプを
集める

応募する

ハガキで応募する場合
スタンプが4個集まったら、応募ハガキに
切手を貼って、投函しよう！

店舗で飲食をして会計時に
レジでスタンプを押してもらおう！

キリトリ

郵便はがき

応募

にアクセスし、
マイアカウントを作成
スタンプラリーに参加しよう
メールアドレスとパスワードを
登録するだけなので簡単！

本紙掲載の
スタンプ設置店で飲食をして
三角POPのQRコードを
読み取ってスタンプをゲット！

スタンプが4個集まったら、
応募ボタンから
必要事項を入力し
て応募しよう！

一宮市の公式観光サイト

旬の観光情報を
SNS で発信中！

@138ss

いちみん
（一宮市観光協会）

一宮市 観光

@138ichimin

一宮市の主なイベント

名鉄が沿線自治体の魅力を発信するプロ
モーション事業「EMOTION！」
“予約不要・当日お求めOK“ の 一宮モー
ニングきっぷで一宮を満喫しよう！
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【公式 SNS】

第67回おりもの感謝祭
一宮七夕まつり

2022年7月28日（木）〜
7月31日（日）
昭和31年に始まった一宮七夕まつりは、
一宮市最大のイベントとして根をおろ
し、その飾り付けの絢爛豪華さは日本
三大七夕まつりと称されるほどで、毎年
100万人を超える人出
で賑わいます。

【公式サイト】

●応募されたハガキは返却
できません。

愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目18ー11
コアビル５階

一宮デジタルスタンプラリー事務局 宛

●個人情報は、スタンプラ
リーに関するメールでの
連 絡、抽 選 及 び 商 品 の
発送にのみ利用し、本人
の同意を得ず第三者に開
示・譲渡することはあり
ません。

（株式会社ピコ・ナレッジ内）

●お1人様何 口でも応募で
きます。

国際芸術祭「あいち2022」
2022年7月30日(土)〜
10月10日(月・祝)

愛知県で開催される、国内最大規模となる
現代アートの祭典で、一宮市のほか、愛知芸
術文化センター、常滑市、有松地区（名古屋
市）のまちなかを会場として開催されます。

【公式サイト】

【公式 SNS】

●掲 載 し て い る 情 報 は、
2 022 年 3 月時点の情報
です。情報が変更されて
いる場合があります。

E-mail

齢

ー
都・道
府・県

ご住所

お電話

年

歳
〒

●新型コロナウィルス感染
症の状況等により、各店
舗の休業日・営業時間な
どが変更となる場合があ
ります。出発前に各店舗
に確認をお願いします。

※ Q Rコ ードは（ 株 ）デンソー
ウェーブの登録商標です。

別

お名前

●紙面に記載の金額は全て
税込です。

●掲載のイラストや画像等
の無断複製・使用はご遠
慮願います。

性

フリガナ

キリトリ

【公式サイト】

ください

●住所・ 居先が不明などに
より連絡・配達ができな
い場合は、当選権利を無
効とさせていただきます。

一宮市観光協会

https://www.138ss.com

2022年3月1日（火）〜
5月31日（火）

4 5 0 0 0 0 3

貼って

※サイトにログインしてご利用下さい。

一宮の観光情報をチェックしよう

一宮市×名鉄「EMOTION!」

RETRO
CAFE

https://www.138ss.com/rally/

63円切手を

ー

市・郡

ー

お店選びの際に何を重視しますか
（複数回答可）

□HP

□口コミ

□写真映

