
加盟店名 住　所 電話番号 営業時間 定休日 カテゴリ

SATOYAMA CAFE 美濃加茂市山之上町2292-1ぎふ清流里山公園内 090-3082-9233 8：00-16：00 里山公園に準ずる 喫茶・カフェ

SATOYAMA STAND 美濃加茂市山之上町2292-1ぎふ清流里山公園内 090-3313-2813 9：00－16：00 里山公園に準ずる 喫茶・カフェ

まちベンチ美濃太田ラボ 美濃加茂市太田町２５３３－２オレンジビル１F 0574-26-0648 平日11:00～18:00、土日祝日09:30～17:30 毎週水曜日 喫茶・カフェ

御代桜醸造株式会社 美濃加茂市太田本町３－２－９ 0574-25-3428 9:00-17:00 土曜日・日曜日・祝日（季節により異なります） 食品・雑貨等

トヨタレンタリース岐阜 美濃加茂店 美濃加茂市御門町2丁目43 0574-27-3235 8：00~19：00 年中無休 レンタカー

農園カフェ yamaki 美濃加茂市山之上町1004-3 0574-26-5596 9:00～17:00 毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 喫茶・カフェ

魚民 美濃太田駅前店 美濃加茂市古井町下古井3085-1 第二山内ビル 1階 0574-27-1088 営業時間は店舗のWebページをご確認ください。 年中無休 居酒屋

モスバーガー美濃加茂店 美濃加茂市太田町236-2 0574-28-5255 7:00～25:00（宣言中は24:00まで） なし 飲食店

コメダ珈琲 美濃加茂店 美濃加茂市山手町1-143 0574-25-6006 ７：００－２２：００ 無 喫茶・カフェ

わらべ村 美濃加茂市加茂野町鷹之巣342 0574-54-1355 9:00～17:30 毎週日曜日、第４土曜日 食品・雑貨等

とんかつ 寿々女 美濃加茂市太田町1868-2 0574-25-2918 11：30～14：00 17：00～21：00 毎週月曜日・火曜日 飲食店

CAFE&PIZZA DELTA 美濃加茂市御門町2-6-6 リバーポートパーク美濃加茂内 080-8267-4108 月水木金 10:00-18:00、土日祝 10:00-19:00 L.O30分前 毎週火曜日 喫茶・カフェ

浜焼きぐり 美濃加茂市太田町2541 090-8868-3878 17:00～22:30 日曜日 飲食店

リバーポートBBQ 美濃加茂市御門町2丁目6番6号 0574-49-6155 ランチ 11:00～15:00／ディナー 17:30～21:30 毎週火曜日 飲食店

ぷるぷるホルモン 美濃加茂市太田町1764-1ステーションホテル1F 0574-27-5771 日から木 17:00-00:00 金土17:00-25:00 毎週月曜日 飲食店

洋風田舎料理シエスタ 美濃加茂市森山町4－3－13 0574-27-5445
火曜 第2、3月曜 定休日が祝日の場合は営業します。

水曜日代休になります。
飲食店

七森酒店 美濃加茂市加茂川町2-10-5 0574-26-2745 10:00-20:00 毎週水曜日及び第1・３火曜日 お土産

サガミ美濃加茂店 美濃加茂市太田本町3丁目5-14 0574-26-2969 11:00-21:00 なし 飲食店

OYO旅館　栄屋 美濃加茂市古井町下古井５０５ 0574-26-3138 16:00~22:00 毎週日曜日 旅館

中華そば　らいん 美濃加茂市太田町１８３１-５ 0574-27-1322 １１時～１４時　　１７時～２１時 火曜日 飲食店

ココス美濃加茂新池店 美濃加茂市新池町１丁目６－２１ 0574-23-0277 11:00-24:00 年中無休 飲食店

にぎりの徳兵衛　美濃太田店 美濃加茂市太田町24 0574-28-9395 11：00-21：30 無し 飲食店

おんさい館（道の駅　みのかも） 美濃加茂市山之上町2292-1 0574-23-0066 10:00～16:00 水曜日（12月～2月） お土産

アンテナショップMinok’mon　（シティホテル美濃加茂1F） 美濃加茂市太田町2565-1 0574-27-1122 9：00～18：00 毎週月曜日 お土産

レストランココット　（シティホテル美濃加茂1F） 美濃加茂市太田町2565-1 0574-27-1122 11：30～14：00（OS13：30） 毎週日曜日・月曜日 飲食店

ホワンロン 美濃加茂市 太田町 1743-2 090-8437-1113 １１：３０～１５：００　１７：００～２１：００ 月曜日　日曜日 飲食店

ドルチェヴィータ 美濃加茂市太田町1740-1 0574-58-5667 10:00-17:00 月、火曜日 喫茶・カフェ

のうかいちば旬 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋２２３２ 0574-26-0150 9：00-16：00 水曜日 食品・雑貨等

しなとら美濃加茂店 美濃加茂市山手町１丁目１０６ 0574-27-7400 11:00-0:00 無休 飲食店

焼肉食堂やまと 美濃加茂市山手町２丁目４3 0574-66-7987 11:00-23:00 無休 飲食店

PANZAぎふ清流里山公園 美濃加茂市山之上町2202-1 050-5434-2629 9:30-16:30 毎週火曜/木曜日 レジャー施設

大戸屋ごはん処美濃加茂店 美濃加茂市山手町3丁目71 0574-42-8217 11:00-22:00(Lo 21:30) 年中無休 飲食店

フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜清流里山公園 美濃加茂市山之上町2320 0574-42-7777 24時間 無休 ホテル

美濃加茂サービスエリア売店 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋2564 0574-24-5353 9：00－21：00 なし お土産

美濃太田待合 美濃加茂市太田町立石２４８４　ＪＲ美濃太田駅構内 057-428-7966 平日：6:45～19:00、土日祝：7:00～18:00 なし お土産

寿し勝 美濃加茂市西町２丁目55 0574-26-8823 11:30-14:00  17:00-22:00 毎週月曜日 飲食店

かっぱ寿司美濃加茂店 美濃加茂市山手町2-89 0574-23-2050 11:00~22:00 無し 飲食店

活うなぎ美濃川 美濃加茂市西町7-272 0568-58-7878 昼 11時～15時　夜 17時～21時　※ラストオーダーは1時間前 年中無休(但し12月31日、1月1日は休み) 飲食店

オリックスレンタカー美濃太田駅前店 美濃加茂市太田町字後田1741-2 0574-66-1543 9:00~19:00 無し レンタカー

おかしの乃むら 美濃加茂市加茂野町加茂野１２５－８ 0574-25-2310 AM8:00～PM7:00 毎週木曜日 食品・雑貨等

はま寿司 美濃加茂店 美濃加茂市山手町3-41 0574-24-0866 月から金　11:00-23:00、土日祝日　10:00-23:00 なし 飲食店

料亭 昇月 美濃加茂市太田町1878ー1 0574-26-1271 AM11:30~PM14:30 PM17:00~PM21:30 不定休 飲食店

セブンイレブン美濃加茂山手町店 美濃加茂市山手町1-86 0574-27-7074 ２４時間営業 無休 食品・雑貨等

岐阜おみやげ川島店 各務原市川島笠田町1569-1 河川環境楽園内 0586-89-7015 月から金 9：00～18：00  土日祝 9：00～21：00 年中無休（公園の休園日除く） お土産

（有）アルファー (いっぷく茶屋花の木) 各務原市鵜沼西町1丁目118番 058-385-2958 AM11時～14時 夜の営業は完全予約制 18時～22時頃 月曜日 祭日の場合翌日火曜日 飲食店

トヨタレンタリース岐阜 各務原店 各務原市那加住吉町5-5-1 058-380-5030 8：00～19：00 年中無休 レンタカー

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 各務原市下切町5-1 058-386-8500
第一火曜日（休日の場合、翌平日）

年末年始（12月28日～1月2日）
博物館・美術館

本家豆大福 だるま堂 各務原市那加東那加町各務原市17番地3 058-382-0523 ８：３０～１９：００ 毎週火曜日（祝日の場合は営業） お土産

魚民 各務原店 各務原市蘇原三柿野町958-2 058-389-3188 営業時間は店舗のWebページをご確認ください。 年中無休 居酒屋

ぎふ初寿司鵜沼店 各務原市鵜沼羽場町3-10-1 058-384-5515 昼　11：30～14：00　夜17：00～21：30（自治体の要請に従います。） 月一不定休・12/31・1/1 飲食店

長良川蔵元 小町酒造 各務原市蘇原伊吹町２－１５ 058-382-0077 ９時から１８時 毎週土日曜日 お土産

ビストロ セザール 各務原市那加門前町2丁目-37-11 058-382-3991 11:30~13:30L.O15:00  17:30~20:30L.O22:00 毎週火曜日 飲食店

会食酒菜和楽居 各務原市蘇原青雲町3-17-1 058-374-3989 昼11:30～14:00、夜17:30～22:00 毎週水曜日 飲食店

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館ミュージアムショップ 各務原市下切町5-1 058-501-7381 平日 10：00-17：00、土日祝日 10：00-18：00 毎月第1火曜日 お土産

アロワナガーデン 各務原市川島笠田町1453 河川環境楽園内 0586-89-5200 月から金9：30~18：00 土日祝日9：30~19：00 河川環境楽園内 営業日に準ずる 飲食店

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ 各務原市川島笠田町1453 河川環境楽園内 058-689-8200 平日9：30～17：00 土日祝9：30～18：00 ※最終入館は閉館の1時間前 休館日 　1/11（火）、2/14（月） レジャー施設

世界淡水魚園水族館 アクア・トトぎふ フィッシュタンク 各務原市川島笠田町1453 河川環境楽園内 058-689-8200 平日9：30～17：00 土日祝9：30～18：00 ※最終入館は閉館の1時間前 休館日 11/8（月）、12/13（月） お土産

カワシマキッチン 各務原市川島笠田町1534‐3河川環境楽園内 0586-89-3006 7:00~22：30 無休 飲食店

旬樹庵八勝閣みづのを 各務原市鵜沼南町６－２６４ 058-385-4611 11:00-22:00 なし 旅館

(株)文教スタヂオ　アクアトト営業所 各務原市川島笠田町1453　河川環境楽園　岐阜県世界淡水魚園水族館内 090-7757-5128 9：00－16：00 施設に準ずる その他サービス

サガミ鵜沼店 各務原市鵜沼西町1丁目406番2 058-385-5058 11:00～21:00  ＜ラストオーダー＞ 20:45 無し 飲食店

かかみの彩菓　松江 各務原市鵜沼各務原町1-168 058-384-0065 8:00～19:00 年中無休 食品・雑貨等

味のがんこ炎　鵜沼店 各務原市鵜沼東町2-186 058-370-7744 17：00-：23：00 無し 飲食店

にぎりの徳兵衛　鵜沼店 各務原市鵜沼東町1－120 058-370-0921 11：00-21：30 無し 飲食店

美人の湯かかみがはら 各務原市蘇原申子町１－１ 058-380-2622 10:00 - 23:00 年中無休 日帰り温泉

ホテルルートイン各務原 各務原市蘇原新栄町1-97-1 058-371-5050 月から土まで18：00～22：00（L.o21:30 毎週日曜日 ホテル

遊び創造labo 各務原市那加雲雀町30-1　KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE内 058-260-3110 10:00~17:00 毎週水曜日 体験サービス

やっぱりステーキイオンタウン各務原店 各務原市蘇原花園町1-28 058-372-7770 11:00～22:00 なし 飲食店

やっぱりステーキイオンタウン各務原鵜沼店 各務原市鵜沼西町3丁目309 058-372-2900 11:00～21:30 なし 飲食店

あじへい各務原店 各務原市小佐野3-6 058-380-0868 11時から23時　平日15時から17時準備中 無し 飲食店

和食さと　鵜沼店 各務原市鵜沼東町4-55-1 058-370-4830 午前　11：00　～　午前　0：00 なし 飲食店

琴川 各務原市川島松倉町2468 0586-89-4121 昼席　平日11時半-13時半　土日祝日11時-14時　夜席　17時-21時 毎週水曜日　不定休もあり 飲食店

アンティーク&ねこねこ食パン　オアシスパーク店 各務原市 川島笠田町1564-1 オアシスパーク 0586-59-7003 9:30ー18:00 無 飲食店

アオキーズピザ各務原店 各務原市蘇原栄町4丁目５-1 058-380-0420 11：00～22：00 年中無休 飲食店

スシロー各務原那加店 各務原市那加前洞新町4-197 058-380-6511 平日11：00～23：00　土日祝10：00～23：00 年中無休 飲食店

くら寿司各務原店 各務原市小佐野町2-9 058-380-6102 11:00-23:00 無休 飲食店

くら寿司各務原鵜沼店 各務原市鵜沼西町3-245  058-372-8610 11:00-23:00 無休 飲食店

はしもとアイスストア 各務原市那加前洞新町2-208 090-6807-8649 13時から17時(LO16:30) 水曜日 喫茶・カフェ

はしもとバーガー 各務原市那加雲雀町30-1 090-6807-8649 11：00～18：00(LO17:30) 不定期 飲食店

きしめんむさしの 各務原市那加前洞新町3-50 058-381-9202 昼11時～14時/平日夜17時～19時30分/土日祝夜17時～20時 毎週水・木曜日 飲食店

ヌーベルボワール 各務原市各務おがせ町6-37-2　明林ビル１F 058-382-5585
月から土　１０：００から１９：００

日祝日　　１０：００から１８：００
毎週木曜日 菓子店

やきにく喜咲 各務原市那加甥田町16 058-227-4141 月　水～日　１７時から22時 火曜日 飲食店

株式会社日本温浴研究所 各務原市鵜沼各務原町2-68 058-385-2611 8:00-22:00 臨時定休 その他サービス

和洋料亭 まき本店 各務原市那加前洞新町4丁目126番地 058-383-8788 11:00～14:00　　17:00～22:00 不定休 飲食店

Ｊネットレンタカー イオンタウン各務原鵜沼店 各務原市鵜沼西町3丁目309 058-322-3154 9：00～20：00 なし レンタカー

からやま各務原店 各務原市那加巾下町88-3 058-201-7556 10:30-22:30(LO22:00） 年中無休 飲食店

カフェ　りーべるて 各務原市松本町2-10 エール21   1階 058-381-9019 8時～16時　土日祝はモーニングのみ(8時～12時lo 11時半) 水曜日 喫茶・カフェ

ぎふ初寿司那加分店 各務原市那加新加納町2332-1 058-383-1333 11時30分～14時　17時から22時 毎週火曜日、第4水曜日 飲食店

あみやき亭 鵜沼店 各務原市鵜沼東町6丁目2-1 058-379-4129 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてご確認下さい 年中無休 飲食店

パスタ・デ・ココ各務原三ツ池店 各務原市鵜沼三ツ池町3丁目384番地 058-379-0770 11:00-21:30 基本無休（年末年始変更あり） 飲食店

日本料理げんそう 各務原市那加巾下町８４－１ 058-382-4058 火曜～日曜　昼11：00～15：00※LO14：00　夜は予約のみ 毎週月曜日　（祝日の場合は翌営業日） 飲食店

GOLDEN HAMBURG PLUSｲｵﾝﾓｰﾙ各務原店 各務原市那加萱場町3丁目8ｲｵﾝﾓｰﾙ各務原1階 058-201-9995 11:00～21:00 (L.O.20:15) イオンモール各務原店に準ずる 飲食店

中国料理　浜木綿　各務原店 各務原市三井東町１丁目110番 058-383-0833 平日11時～15時 17時～22時　土日祝日11時～22時 不定休 飲食店

ウイール 各務原市蘇原新栄町3-10-4 058-383-6115 10:00-20:00 毎週火曜日（祝日の場合は営業） レジャー施設

パステルイオンモール各務原店 各務原市那加萱場町3-8 058-375-3698 11：00～21：00 イオンモール各務原店に準ずる 飲食店

ヴォーノ・イタリア各務原店 各務原市蘇原青雲町5丁目32-3 058-322-2460 月から金　11:00-15:00 17:30-22:00 土日祝日　11:00-22:30 毎週月曜日　（祝日の場合は翌営業日） 飲食店

かつや　各務原鵜沼店 各務原市鵜沼東町5丁目2-1 058-379-1835 10:00～23:30(LO23:00) 不定休 飲食店

かっぱ寿司各務原蘇原店 各務原市蘇原新栄町1-24 058-380-0180 11:00~22:00 無し 飲食店

しゃぶ菜　イオンモール各務原店 各務原市那加萱場町３丁目８　1F 058-375-3726 11：00－21：00 無し 飲食店

伊之助　イオンモール各務原 各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原1F 058-375-3490 11：00‐21：00 無し 飲食店

ローストビーフ星　イオンモール各務原 各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原　３F 058-380-2561 9：00‐21：00（L.O20：30) 無し 飲食店

千房 イオンモール各務原支店 各務原市那加萱場町3-8 イオンモール各務原1F 058-372-9811 11~21時 施設に準ずる 飲食店

満月食堂 各務原市那加織田町1-143 058-322-9968 17:00-24:00 月曜日　（月曜日祝日の場合は火曜日） 居酒屋

スターバックス コーヒー 草叢BOOKS 各務原店 各務原市鵜沼各務原8-7 058-379-2133 9:00-21:00 無休 喫茶・カフェ

コリアンキッチンシジャン 各務原市那加萱場町3-8　　イオンモール各務原1F 058-380-2310 11：00～21：00 施設に準ずる 飲食店

キャッツカフェ各務原店 各務原市那加緑町1-21-1 0583-71-2434 11:00～24:00 無休 喫茶・カフェ

八剣伝各務原店 各務原市蘇原柿沢町3-5-6 058-383-2383 17:00-2:00 第2.4水曜日 居酒屋

神戸クック・ワールドビュッフェ　イオンタウン各務原鵜沼店 各務原市鵜沼西町3-309 058-201-9834 昼11：00～15：30　夜平日17：30（土日祝17：00）～21：30 なし 飲食店

サンマルクカフェ　イオンモール各務原店 各務原市那加萱場町3-8 058-375-3742 10：00-21：00 施設の定休日に準ずる 喫茶・カフェ

馬喰一代各務原店 各務原市蘇原宮代町３－３６－３ 058-372-0896
月から金　１１：３０ー１５：００　１７：００ー２３：００

土日祝祭日１１：００ー２３：００
年中無休　１２月３１日　１月１日除く 飲食店

美濃の郷　各務原 各務原市三ツ池町2丁目195-1 058-379-3010 11：00-21：00 元旦 飲食店

炭鶏ともつ鍋信長　各務原店 各務原市小佐野町1-1 058-371-1818

ランチ11：00～14：30（LO14:00）/ディナー平日18：00～23：00

（LO22：00）

ディナー土日祝17：00～23：00（LO22：00）

水曜日※祝日の場合は翌日お休み 飲食店

肉処　奏 各務原市蘇原花園町3丁目39番地の1 058-389-4683 昼11：00-15：00　夜17：00-23：00 年中無休 飲食店

クリスピー・クリーム・ドーナツ　イオンモール各務原店 各務原市那加萱場町3-8　イオンモール各務原　新館1F 058-380-5210 月～日(祝日含む)　9時～21時　※イオンモール各務原に準ずる イオンモール各務原に準ずる 喫茶・カフェ

ビッグボーイ各務原店 各務原市入会町2-56 058-375-4177 11:00～24:00 なし 飲食店

ファインドロードキャンピングカーレンタル 各務原市蘇原花園町4丁目48番1（美人の湯かかみがはら敷地内） 080-2340-5347 9：00～19：00 不定休 レンタカー

ぎふ初寿司 各務原分店 各務原市鵜沼三ツ池町１－１４１ 058-383-6865 11:30~14:00、17:00~23:00 毎週火曜日(月1回 月火連休あり) 飲食店

おひつごはん四六時中 イオン各務原店１階 各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原1階 080-7354-9547 10:30-21:00 SCに準ずる 飲食店

かまど炊き四六時中 イオン各務原店３階 各務原市那加萱場町3-8イオンモール各務原3階 080-7354-8510 09:00-21:00 SCに準ずる 飲食店

木曽路各務原店 各務原市三井東町１丁目－１１５番 058-380-3055 平日・土11：00～15：00、17：00～21：30　日祝　11：00～21：00 年中無休（会社で指定された臨時休業あり） 飲食店

ショップアンドカフェザガーデン 可児市瀬田1584-1花フェスタ記念公園内 0574-63-1138 ９：００－１７：００ 毎週火曜日（花フェスタ記念公園に準ずる） 喫茶・カフェ

水野茶園 可児市東帷子683-1 0574-65-6068 9:00～18:30 毎週日曜日 食品・雑貨等

AnneのKitchen Cafe 可児市桂ケ丘２丁目１８０－３ 0574-64-5228 8:00～18:00 水曜日、木曜日 飲食店

ミュゼ・ド・フルール/アースギャラリー 可児市瀬田1584-1 0574-63-4281 9:00～17:00 毎週火曜日 祝日の場合は翌営業日 食品・雑貨等

洋菓子店 ラ・パニエ 可児市皐ヶ丘3-51 0574-64-3846 水から月 9：00～19：00 火曜日 お土産

林酒造株式会社 可児市羽崎１４１８番地 0574-62-0023 9：00～18：00 日曜日 食品・雑貨等

月うさぎ～手打ちうどん居酒屋～ 可児市広見1-24 0574-63-6870 月から土 ランチ11:30～14:00 夜の部17:00～23:00 毎週日曜日 第1第3月曜日 飲食店

可児かまど本店 可児市下恵土526-1 0574-61-3550 毎週月曜日 飲食店

赤から可児坂戸店 可児市坂戸535 0574-60-3591 17:00～24:00 毎週月曜日 飲食店

絶好鶏 可児市広見630番地3 ビレッジ元町 0574－60-1210 月曜～金曜17:00～24:00/土、祝前日17:00～25:00 毎週日曜日 居酒屋

食楽空間　栄花 可児市広見5-136ギャレットビル1F 0574-63-2655 11:30-14:00        17:00-23:00 火曜日 飲食店

山川酒店 可児市広見１７２８－１ 0574-62-0233 9：00-19：00 水曜 食品・雑貨等

サガミ可児店 可児市広見字宮下1636番1 0574-62-7522 7:00～22:00　  ＜ラストオーダー＞ 21:30 無し 飲食店

izakaya貧乏 可児市広見3丁目63番地アニービル1F 0574-637771 日から木17:00-24:00、金土17:00-26:00 年中無休 居酒屋

日本ライン限定ぎふ旅コイン加盟店対象店舗一覧（順不同）

美　濃　加　茂　市

各　務　原　市

可　児　市



炉ばた焼／串揚げ　勘八 可児市広見6-126 0574-63-5479 11：30-14:00/17:00-23:00 水曜日 飲食店

手打そば　菜実樹 可児市瀬田1784 0574-61-1289 火～金11:00～14:00／土日11:00～14:00/17:00～ 月曜日／第三火曜日 飲食店

中華食房　石狩 可児市今渡1619-389 0574-62-5612 11:00～14:00、17:30～21:00 毎週火曜日のディナータイム、毎週水曜日 飲食店

味のがんこ炎　可児店 可児市広見字宮下1636-1 0574-60-4448 17：00-23：00 無し 飲食店

ココス可児店 可児市下恵土野林２９９１ 0574-60-0703 11:00-24:00 年中無休 飲食店

アースギャラリー 可児市瀬田1584-1ぎふワールドローズガーデン内 0774-24-1543 9：30～16：00 火曜日（祝日の場合は翌営業日） 食品・雑貨等

居酒屋暁 可児市広見630-1. 070-1652-4847 18:00～23:00 水曜日・日曜日 居酒屋

鉄板焼　金三 可児市広見4-2 0574-42-9483 11:30-13:00　17:00-23:00 毎週日曜日 飲食店

スシロー可児店 可児市下恵土4008-1 0574-60-1321 平日　11：00～22：30　土日祝　10：00～23：00 年中無休 飲食店

五臓六腑 可児総本店 可児市広見5-136ギャレットビル1F 0574-63-8483 日～木 17:00～23:00 金土 17:00～0:00 不定休 飲食店

入魂堂可児総本店 可児市広見5-127 0574-60-4649 17時半から0時 水曜日 居酒屋

東風整体院 可児市土田3883-6 0574-49-9298 月～金曜日9時～20時、土曜日9時～17時 毎週日曜日 その他サービス

くら寿司可児店 可児市中恵土2371-60 0574-66-3977 11:00-23:00 無休 飲食店

dining&cafe Rose Table 可児市瀬田1584-1ぎふワールドローズガーデン内 0574-63-1138 10:00-16:00 火曜日　ぎふワールドローズガーデンに準ずる 喫茶・カフェ

ぎふワールド・ローズガーデン 可児市瀬田1584-1 0574-63-7373 公式ホームページをご確認ください
毎週火曜日（10／18と10／25を除く）

公式ホームページをご確認ください
レジャー施設

ぎふワールド・ローズガーデン内　The CENTER COURT 可児市瀬田1584-1 0574-63-7373 公式ホームページをご確認ください 毎週火曜日　（10／18と10／25を除く） 飲食店

ぎふワールド・ローズガーデン内　Flower TOWER　 可児市瀬田1584-1 0574-63-7373 10：00～16：30（L.O 16：00）
期間限定営業（10/18～11/13）

うち10/11・11/1・11/8が休業日
飲食店

ぎふワールド・ローズガーデン内　スマイルハウス 可児市瀬田1584-1 0574-63-7373 10：00～16：00（天候等により変更になる場合があります）
期間限定営業（10/18～11/13）

うち10/11・11/1・11/8が定休日
テイクアウト

ぎふワールド・ローズガーデン内　スマイルキッチンカー 可児市瀬田1584-1 0574-63-7373 10：00～16：00（天候等により変更になる場合があります）
期間限定営業（10/8～11/13）

うち10/11・11/1・11/8が定休日
テイクアウト

美濃路 可児店 可児市下恵土5500-10 0574-60-5888 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてご確認下さい 年中無休 飲食店

あみやき亭 可児店 可児市今渡字金屋1717-1 0574-60-1129 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてご確認下さい 年中無休 飲食店

Spa Resort湯の華アイランド（湯の華温泉） 可児市土田大脇4800‐1 0574-26-1187 9:00‐25:00（翌1:00）最終受付24:00まで　年末年始は時間変更有！ 2022年11月9日10日年1回のメンテナンス休館日 その他サービス

産直販売 湯の華市場 可児市土田4733‐4 0574-24-3811 毎日9:00‐19:00　大晦日は9:00‐17:00 2022年11月9日水曜日　元旦 食品・雑貨等

湯の華食堂 可児市土田4731‐4 0574-24-3811 毎日9:00‐18:30ラストオーダー18:00大晦日のみ9:00‐17:00 2022年11月9日水曜日、元旦はお休み 飲食店

湯の華アウトドアパーク

(BBQ、アスレチック、テントキャンプ場、RVパーク）
可児市土田4781‐2 0574-66-8890 BBQ月～木10時～17:時迄金土日祝10時～20時 アスレチック9時‐16時

11月9日水、10日木メンテナンス休館,

BBQ12月～3月中旬休業
その他サービス

カレーハウスCOCO壱番屋可児宮前店 可児市下恵土宮前5651-1 0574-63-1599 11：00-22:00 なし 飲食店

すたみな太郎可児店 可児市中恵土2371-181 0574-61-1129 ランチ　11：30-15：30　ディナー　17：00-22：00 年中無休 飲食店

中国料理　浜木綿　可児店 可児市瀬田1716番地１号 0574-60-2044 平日11時～15時 17時～22時　土日祝日11時～22時 不定休 飲食店

ザ・フェアリー 可児市瀬田1584-1 0574-27-1528 9時30分～16時30分 火曜日 お土産

道の駅可児ッテ 可児市柿田416-1 0574-61-3780 9：00-18：00 なし お土産

ステーキのあさくま　可児店 可児市下恵土2917-3 0574-60-4880
【月～金】 11:00～15:00　17:00～21:00

【土・日・祝】 11:00～22:00（L.O.21:00）
年中無休 飲食店

おおまさ 可児市広見2017-6 0574-62-3400 17:00~22:00　（LO　21：00） 毎週木曜日（祝日は営業） 飲食店

ジョリーパスタ可児店 可児市下恵土3213-1 0574-66-5755 年中無休　11:00-24:00 無 飲食店

かっぱ寿司可児店 可児市広見2341-1 0574-60-0012 11:00~22:00 無し 飲食店

焼肉家きらく 可児市下恵土816-1 0574-62-7166 17:00～22:00 毎週月曜日 飲食店

俺んち 可児市広見６１１－３ 0574-62-0888 日から木　18:00～24:00 金土　18:00～26:00 火曜日 居酒屋

芋んちゅ 可児 可児市広見1-34-1 0574-60-3373 17：00～23：00　（L.O.22：30） 月曜日（祝日の場合は営業） 居酒屋

焼肉食べ放題　炎舞　enbu 可児市坂戸627-1 0574-66-1520 11：30～15：00　17：00～23：00 無 飲食店

炭鶏ともつ鍋信長　可児店 可児市下恵土5704-1 0574-63-6633
ディナー平日18：00～23：00（LO22：00）

ディナー土日祝17：00～23：00（LO22：00）
火曜日※祝日の場合は翌日お休み 飲食店

ホニホニ 可児市広見5-127 0574-63-5543 11：30－22：30 (水、日曜日ランチお休み) 不定休　月に２回程休みを取ります(電話にて確認を) 居酒屋

はま寿司 21号可児店 可児市中恵土字助太郎2371番342 0574-60-1370 月から金　11:00-23:00、土日祝日　10:00-23:00 なし 飲食店

ロザリエッタ 加茂郡坂祝町酒倉980-3 0574-28-9474
水曜日から日曜日　ランチ１１３０～１５００

ディナー１８００～２２３０
月曜日火曜日 飲食店

希林館 加茂郡坂祝町酒倉2001-17 0574-25-0641 7:00～19:00 (オーダーストップ18:30) 毎週木曜日 飲食店

坂　祝　町


