
掲載店舗を利用してスタンプをゲット
飲食およびテイクアウト1回の利用で1スタンプ
※ただし、同一店舗は１日１回。応募は同一店舗のスタンプは３回まで

必要事項を記入して応募箱に投函して完了！
（可児市観光協会事務局へ郵送も可）

・応募用紙１枚につき、１口の応募となります。
・同一店舗のスタンプが4個以上の場合は無効になります。
・郵送応募の場合は必要事項をハガキ表に記載、裏にスタンプ台紙を
貼ってください。
・ご応募は送付先が日本国内の方に限らせていただきます。
・当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
・ご記入いただいた個人情報は、景品の抽選・発送のみに使用します。
・景品は同等品に代わる場合があります。

※応募箱は可児市観光交流館、manoショップ（子育て健康プラザmano内）に設置。
　各施設の閉館時間まで受付しています。
　営業時間、休館日をご確認の上ご応募ください。

A賞
Kマネー1万円※

ホテルシンセリティ宿泊券1人分
可児の銘酒セット(羽崎、土田御前)

※可児市地域通貨

※

掲載店舗はすべて
岐阜県新型コロナウイルス

感染防止対策を
実施しています。

応募方法 応募の際のご注意

問い合わせ先

美濃焼（カップorお皿）
マーノショップ利用券
観光交流館利用券
可児ッテ特産品セット
天秤やお菓子セット

応募締め切り

水野茶園のお茶
楽農楽人の古代米
可児ガラス工房
(ピアス・イアリング他)

武将グッズ
湯の華温泉
入泉券1枚

集めたスタンプ数に応じて
抽選で豪華賞品が当たる！

名様1
名様1

名様1

名様2
名様2
名様2
名様2
名様2

名様10

名様5
名様5
名様5

名様5

10スタンプ B賞 7スタンプ C賞 3スタンプ

1

2

可児市観光協会 〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地　ＴＥＬ：0574-50-7056
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お名前

応募用紙

ご住所

電話番号

コメント（各店舗、グルメスタンプラリー、可児市全体の事など、ご自由にお書きください）

グルメスタンプラリー 可児をどこでお知りになりましたか？
□施設（　　　　　　　）　□インターネット　□その他（　　　　　　　）

（フリガナ）

（〒　　　－　　　　　）

ようまん しゅんさい あん とき

天然温泉三峰 旬彩庵 季
季節替わりメニュー、定番の定食、麺類
などの他にお持ち帰りのおかずもご用
意しております。

鶏のから揚げ定食…910円

可児市大森1748-1
11：00～21：30（LO）
無休休

0574-64-0126

ちょう め

パンカフェ ５丁目
朝焼き上げた手作りパンの中からお好
きなパンを選べるモーニング。野菜
たっぷりのごはんランチも人気です。

ごはんランチ…1,050円

可児市桜ケ丘5-16
9：00～14：00
日、月休

0574-64-1197

みず の

うなぎの水野萬葉
山水を引き込んだいけすから当日朝さ
ばき備長炭で焼いたうなぎを提供させ
ていただきます。

うな丼定食（上）…3,600円（一尾）

可児市久々利1089-1
11：00～13：50（LO）
テイクアウト11：20～13：40
水、木休

0574-64-1655

きっ さ

喫茶アズミノ
選べるモーニングからお好み焼き、オムライスまで
豊富なメニューをお得に食べることができます！テ
イクアウトも充実！お気軽にお問い合わせください。

お好み焼き（肉玉）…730円

可児市大森1534-1
 7：00～18：30（LO）
水休

0574-64-3386

とろろめし・
ギャラリー

地元の自然薯を素材とした里山料理と飛騨牛と特
選うなぎ料理をご堪能ください。隣接のギャラリー
では美濃焼の作家作品を展示販売しております。

田舎御膳…2,500円※休日のみ

可児市久々利810
とろろめし11：00～14：00/17：00～19：00
ギャラリー11：00～17：00
火（祝日の場合は営業）休

0574-64-5060
0574-64-5333

とろろめし
ギャラリー

素材香房

イル コローレ
素材本来の味わいを最大限に引き出した
創作イタリアンを提供する隠れた名店。
記念日や誕生日など、特別な日はここ！

ランチ…1,400円～、ディナー…3,300円～

可児市大森2211
11：30～14：00（LO）、17：30～21：00（LO）
水、臨時休業あり休

0574-63-0558

名様1
Kマネー3万円Kマネー3万円
S賞S賞

15
 スタンプ

こだわりとんかつ

かつ円
地元の米、瑞浪ボーノポークを使用したこだわり
のとんかつが人気のお店です。またテイクアウト
のご注文やオードブル宴会の対応も可能です。

ボーノポークロースかつ定食（150ｇ）…1,850円

可児市久々利1951-3
11：00～20：30（LO）
無休休

0574-64-0300

ザ ガーデン

THE GARDEN
目の前に広がるバラ園にホッと一息。
心身ともに癒されるカフェです。

バターチキンインドカリー…1,100円

可児市瀬田1584-1花フェスタ記念公園内
花フェスタ記念公園と同じ
花フェスタ記念公園と同じ休

0574-63-1138

切
り
取
り
線

切り取り線

GOURMET STAMP RALLY KANI

S T A M P
R A L L Y
 K A N I   

可児の飲食店を満喫しよう！

4 1 木
令和
3年

9 30 木

G O U R M E T

グ
ルメ

スタ
ンプ
ラリ
ー

可
児

な み き

手打そば  菜実樹
可児御嵩インターから車で３分、花フェ
スタ記念公園にも近い、手打ちの喉ごし
と薩摩産鰹節にこだわったお店です。

天せいろ…1,920円

可児市瀬田1784
平日11：00～14：00（LO）
土日祝11：00～15：00（LO）、17：00～20：00
日、第３火

36

休

0574-61-1289

E
37

E
40

E
41

F
42

E
38

E
39

F
43

F
44

F
45

1日何回でもOK！



お店をめぐってスタンプゲット！ 可児のグルメを食べ尽くそう！

A

A

B

C

B

C

F

E

D

湯の華食堂 湯の華亭
湯の華アイランド広場内「湯の華市場」
にあるフードコート式の食事処。麺類や
国産牛が味わえる贅沢なお店です。

国産牛ステーキ定食…1,880円

可児市土田4731-4

0574-24-3811

9：00～18：30（LO）
元旦

なちゅらるカフェ
大きなきりかぶ

22年目を迎えたオーガニックコーヒー、
ハーブティーなど健康志向のカフェ。
自然食品販売もしています。

おにぎりセット（十六穀米おにぎり２個、お味噌汁など）…630円～

可児市土田2315-3
9：00～16：00（LO）
金、土休

0574-27-7036
リリアーヌ

顔の見える生産者との繋がり、地元の食材を使うと
いう意味を込めて「100㎞の料理」をコンセプトに、
この場所でしか味わえない料理を目指しています。

可児市土田4384
11:00～13:30（LO）
17:30～20:30（LO）
月（祝日の場合は火曜）不定休あり休

0574-25-1159 にし村
地域の方に愛されて17年。ここならでは
の料理を楽しんでいただけるそんなお店
です。一見さんから常連さんまで大歓迎。

刺身盛合せ５人前…5,000円

可児市帷子新町2-60

テイクアウト

17：00～22：00
月

06

休

0574-65-3872

休

カーナゆ はな てい むら

Kahna
店内で販売している「こだわりの食材＆
調味料」を使用して「ランチ」や「持ち帰
り弁当」を提供しています。

プレートランチ…1,496円

可児市帷子新町2-97フォレスト西可児１F

0574-66-2425

11：00～17：00
（17：00～23：00は10名以上で貸切予約可）
不定休休

日暮館
モーニングサービスは４種類からお選
びいただけます。ランチタイムはパス
タ、オムライス、カレーがあります。

３種のケーキ盛合せ（内容は日替り）…990円（ドリンクとセット）

可児市長洞390-1
 7：00～18：00（LO17：00）
火休

珈琲屋 野那花
開店以来27年を迎える喫茶店です。こ
れも地域の皆さまやその他のお客様の
応援の賜物とありがたく思います。

こだわりの水出しコーヒー…650円（アイスコーヒー）

可児市矢戸355-3

0574-65-1928

8：00～17：00
水、木

0574-65-0964

Spa Resort湯の華アイランド１階レストラン
湯の華亭

湯の華温泉内にあるレストラン。11：00まで
のモーニングはファンが多く、平日も賑わっ
ています。お得なランチメニューもオススメ。

石焼ビビンバ…1,280円

可児市土田4800-1
9：00～22：30（LO）
年１回（１月にメンテナンス休館）休

0574-26-4126

赤から 可児坂戸店
名物赤から鍋と焼肉の楽しめるお店！
２月にグランドメニューがリニューアル！！

赤から鍋１人前（２人前より）…1,089円

可児市坂戸535
平日限定ランチ11：30～14：00（LO）
17：00～23：00（LO）
月（祝日の場合は火曜）休

0574-60-3591

せき つじ や いし かり か にあかの な かひ ぐらしかん

関辻屋
江戸時代より続いている関市にある名店の分店として約
30年前に可児市に開店、本物の味を日々求め、妥協する
事なく提供しております。その為、少々時間はかかります。

うな丼…2,970円

可児市今渡2639-5
11：00～14：30、17：00～20：30
火（祝日の場合は水曜）休

0574-61-3500 可児かまど 本店
地域の特産品や旬の食材がたくさん！少人数
より個室もご利用いただけます。また、おう
ちで本格もつ鍋！全国配送承っております。

かにしゃぶ 1人前（かに一肩、野菜セット）…4,950円

可児市下恵土526-1
11：30～14：00（LO）、17：00～22：30（LO）
月（祝日の場合は火曜）休

0574-61-3550

休

中華食房　石狩
地元の麺イベントでグランプリを受賞し
た「MISOトマト麺」が人気。花椒香る本
格的な「土鍋麻婆豆腐」も人気です。

チーズ山盛り悪魔のMISOトマト麺…980円

可児市今渡1619-389

0574-62-5612

11：30～14：00、17：30～21：00（LO）
火（ディナータイム）、水休

リーブス

LEAVES
11：30からはガレットランチ、14：00以
降はおやつにクレープはいかがですか？
淹れたてのコーヒーをお供にどうぞ。

クレープセット…900円

可児市下恵土3440-150
8：00～18：00
ガレット・クレープは11：30より
金休

レストランものがたり
オードブルからデザートまで、料理はすべて手作
り。個室もあるので記念日や商談も◎！落ち着い
た雰囲気の中でおいしい食事はいかがですか？

煮込みハンバーグ（サラダ、ライスまたはパン、デザート、コーヒーまたは紅茶）…1,600円

可児市下恵土5505

0574-63-1710

10：00～21：00
木

0574-60-1530 鶏そば もり田
麵屋もり田のセカンドブランドとなる
「鶏そばもり田」。鶏をベースとしたラー
メン、濃厚つけ麺を提供しています。

鶏そば…800円

可児市広見2519-7
11：00～14：00
17：00～21：00（LO）
水休

0574-63-7778

こう せいた

料亭・うなぎ 康生
備長炭でじっくり焼き上げた伝統のうなぎ料理
が味わえる昭和２年創業の老舗。四季の庭園を
眺めながらゆっくりと料理をお楽しみください。

うな重定食…6,380円

可児市広見802-1
11：00～14：00、17：00～20：00
月（祝日の場合は火曜）休

0574-62-0061

休

美濃旬膳 おりべ亭
日本料理をベースに、洋食や中華の技
法や食材も取り入れた独創的な創作料
理が人気のお店です。

松花堂弁当（織部・志野）※テイクアウト…1,944円/2,160円

可児市広見794
11：30～21：00（LO）
月、不定休あり休

ｋ-Cafe
「ちいさなお子さんと楽しめるカフェ」座
敷やソファー席、おむつ交換台など子連
れでも楽しめるカフェです。

フォカッチャサンド…550円～

可児市広見1302-8 SANEI TOWN 1F D

0574-40-8216

8：30～11：00（モーニング）11：00～14：00（ランチ）
14：00～16：30（LO）（カフェタイム）
月（祝日の場合は火曜）

0574-62-0146

ま こ やいケー カフェてい

iMakoya
おうちごはん、おかあさんの手料理を
イメージした食堂カフェ。

紫芋のしぼりたてモンブラン…660円

可児市下恵土5076可児市子育て健康プラザmano内
8：30～20：30（LO）
毎月第１土

19

休

0574-63-1058

café terrasse
べるべーる

可児川を眺めながらゆったりとくつろげる店内でボ
リューム満点の日替り定食、栄養バランスの取れた日替
り弁当をどうぞ。モーニングセット、コーヒーもあります。

日替り弁当、日替り定食（11：00～13：30）…680円

可児市広見１-１可児市庁舎東館１F
8：00～17：00
土、日、祝休

0574-62-2150

休

すし こう

鮓幸 本店
天然素材を使ったにぎり寿司と天ぷらや焼物など
和食、定食をご用意しております。テイクアウトメ
ニューも寿司と天ぷらのセット、単品もあります。

にぎり膳…2,750円

可児市広見1-16
11：00～20：00
火休

ゆい あん

旬彩酒家 結庵
旬の食材を一番美味しいタイミングで
こだわりの日本酒と共に

スペアリブ…2,000円～

可児市広見3-43 サンパレス可児105

0574-61-1087

12：00～14：00
17：00～23：00
日（祝日の場合は月曜）

0574-62-7311

こう

酒肴 奥座敷 まる耕
2019年に可児市唯一「ミュシュランガ
イド」にて値段以上の価値があるお店
「ビブグルマン」として紹介されました。

名物 飛騨牛の握り…880円

可児市広見611-2 ビレッジ元町２F
17：00～21：30（LO）
日、祝休

0574-61-5053

ラトリエ まるこう

Latelier Maruko
可児市でミシュランガイドに載った和食店「酒肴 奥座
敷 まる耕」の２号店のフレンチレストランです。地元の
食材とこだわりのワインを数多く取り揃えています。

ランチ…2,200円（1人様）～、ディナー…5,500円（1人様）※２名様からのご予約

可児市広見3-43 サンパレス可児103
11：30～13：30（LO）、18：00～21：00（LO）
水休

0574-66-7070

休

ぜっ ちょうこう

絶好鶏
こだわりの鶏肉を使用した鶏料理が
いっぱい！開放的なカウンター席やゆっ
たりしたテーブル席もございます。

さつま知覧どりの籠炙り…748円～

可児市広見630-3
平日11：30～13：30（LO）
月～木17：00～23：00（LO）、金・土17：00～24：00（LO）
日（祝日の場合は月曜）休

あかつき

居酒屋 暁
地酒から希少な酒まで30種類以上の日
本酒が飲み放題！口の中でとろけると評
判の飛騨牛ローストビーフは絶品です！

飛騨牛の熟成ローストビーフ…2,068円

可児市広見630-1

070-1652-4847

17：00～23：00
水、日

0574-60-1210

しょうりゅう

昇龍
美味しい「しょうゆラーメン」唐揚・ギョ
ウザ。お昼は選べるランチセットが人気
です。テイクアウトやってます。

からあげ…810円※テイクアウト

可児市広見3-7
11：30～13：30、17：30～23：00
月休

0574-62-8323

えい か

食楽空間 栄花
魚料理や刺身が豊富で旬の食材をふんだ
んに使ったコース料理が味わえます。鍋
も種類が豊富でボリュームも満点です。

らんらんランチ…1,650円

可児市広見5-136 ギャレットビル１F
11：30～14：00
17：00～23：00
火休

0574-63-2655

休

すず かわ

四季の味 鈴川
店内は完全な個室になっており、安心してご利
用いただけます。同窓会、法要、歓送迎会、忘新
年会など色々な場面に対応しております。

お昼のランチ（８品、ご飯、みそ汁、つけ物、デザート）…1,400円

可児市広見755-4
11：30～13：30（LO）、17：00～21：30（LO）
月休

さかなや た

肴八
蕎麦と魚が美味い店、ランチセット
1,320円も大好評です

テイクアウト弁当…1,620～3,240円※ご予算に応じます。

可児市中恵土2137-2 ミヤケビル１F

0574-62-7890

11：00～15：00、16：00～22：00
月

0574-62-0122 麵屋 もり田 可児本店
ミシュランガイドにも掲載された魚介と
豚骨、鶏がらスープが絶妙なバランスの
本格醤油ラーメンのお店です

醤油ラーメン…800円

可児市中恵土2322-6
11：00～14：00
17：00～21：00（LO）
無休休

0574-50-2749

こ こ や

居酒屋 古々家
新鮮なお刺身が美味しい古々家。幅広い年齢の方
が楽しめるメニューがいっぱいです。少人数個室
から最大70名様までのパーティーホールも完備。

刺身盛り…1,045円～

可児市川合242-1
17：00～23：30（LO）
水休

0574-62-3900

休

我が家
火、木、土は持ち帰り弁当販売してます。鶏の
唐揚げ等持ち帰りできます。（要予約）※飲食
のご予約のお客様おつまみ一品サービス。

各種弁当…500円

可児市兼山798
持ち帰り弁当（火、木、土）11：00～13：00
居酒屋17：00～22：00
日、月休

わ や

0574-59-2708
蘭丸亭 なかえ

眼下に流れる木曽川や対岸の四季折々
の景色を眺めながらゆっくりとお食事を
お楽しみください。

野戦なべ定食（野戦なべ、３種盛り、ごはん、みそ汁、香の物）…1,200円

可児市兼山1203-2
11：00～13：30（LO）、17：00～20：30（LO）
水、第３木休

0574-59-2543

さる た ひこ

猿田彦 ～彩旬ごはん～
白川町で採れた旬の野菜や新鮮なお
魚、お肉など食材にこだわった和食のお
店です。

大吉ランチ（天ぷら、お肉料理、お魚料理など）…1,958円

可児市中恵土2371-125

0574-60-3363

11：30～14：00、17：30～22：00
日休

GOURMET STAMP RALLY KANI

GOURMET STAMP RALLY KANI スタンプ台紙

可児市区域マップ

スタンプは1日何回でもOK!  ※ただし同一店舗は１日１回。 応募は同一店舗3回まで。

11 12 13 14 15

6 7 8 9 10

1 2

S賞に応募

B賞に応募 A賞に応募

C賞に応募
3 4 5

土田 八百津

御嵩町

土岐市

多治見市

下切

名鉄広見線

西可児

可児川

新可児可児

明智

日本ライン
今渡

J
R
太
多
線

犬山市

美濃加茂市

帷子新町・坂戸・矢戸・長洞
今渡・下恵土・中恵土・川合・広見

D 兼山
E 瀬田・久々利
F 大森・桜ケ丘

※掲載内容は2021年４月の情報です。／営業時間等は変更となる場合があります。ご利用の際の詳細については各店舗にご確認ください。／税込価格で表示しております。
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C
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19

C
20

C
14

C
15

C
16 

C
11

C
12

ル・ブラン
雄大な景色を眺めながらコーヒーを飲んでいただい
たり、ゆっくり食事をしていただけます。花見シーズン
やバラの季節にはお弁当のテイクアウトもできます。

戦国カレー…1,100円

可児市瀬田1584-1花フェスタ記念公園内
10：00～16：00
花フェスタ記念公園と同じ休

0574-63-2208

E
36


