期間限定のお得なサービス盛りだくさん！
！

期間限定

たけとよめしランチサービス券

期間限定

有効期限：2019年10月1日〜11月30日

武豊の豆みそ・たまりを使った嗜好品の数々

たけとよめしランチ
武豊町の豆みそ・たまりの豊かな味わいを活かし、料理人たちが腕に縒りをかけて

有効期限：2019年10月1日〜11月30日

下記の内容を記入してお店の方に渡してください。

月

来 店 日

人

来店人数
情報満載の
たけとよめし
ホームページは
コチラ

ご利用方法・ご注意

お問い
合せ

この濃厚で味わいある料理の数々を、ぜひこの機会にご賞味ください。

どこから

3. 愛知県

来 店 日

2. 知多半島内 4. その他

来店人数

1. 武豊町内

至知多半田

壱町田湿地

※ランチサービス券を切り離して各店舗へご持参ください。
（清算後の使用は不可）
【コピー不可】
※1グループ1枚で1回のみ使用可能です。

月

日
人

ご利用方法・ご注意

どこから

1. 武豊町内

武 豊

至半田

武雄神社

1 一八

下記の内容を記入してお店の方に渡してください。

期間限定サービスは、
「たけとよめしランチサービス券」
が必要です。必ずご持参ください。

創りあげた「たけとよめし」。遠い昔から、この土地に伝承されてきたからこそ味わえる郷土の味は、
先人が独自の風土に根ざし、発展させた、武豊には欠かせない味なのです。

日

たけとよめしランチサービス券

奈良時代以前に創建され
た歴史の深い神社。町名の
由来になったともいわれる

3. 愛知県

MAP

2. 知多半島内 4. その他
ひらめ亭 2

※ランチサービス券を切り離して各店舗へご持参ください。
（清算後の使用は不可）
【コピー不可】
※1グループ1枚で1回のみ使用可能です。

期間限定サービスは、
「たけとよめしランチサービス券」
が必要です。
必ずご持参ください。

お車でお越しの方は、P マークのある
施設の駐車場をご利用ください

楓林 3

武豊町観光協会

武豊町観光協会観光案内所

武豊町生活経済部産業課

ぎゃらりぃ夢乃蔵

武豊町忠白田11-1（武豊町商工会内）

武豊町道崎55-6（ぎゃらりぃ夢乃蔵内）

武豊町長尾山2

TEL.0569-73-7750 FAX.0569-73-7377
平日9：00 〜17：00 http://www.taketoyo.info/

TEL.0569-77-9474 FAX.0569-77-2667
開館／土・日・月曜日10:00 〜15:00

TEL.0569-72-1111 FAX.0569-73-0001
平日9：00 〜17：00

豆みそ・たまりを購入すること
ができ、カフェ・パン工房も併
設しています。

武豊町観光ガイド
ボランティア

中定商店

武雄神社

醸造伝承館

場所：武豊町観光協会観光案内所
日時：土・日・月曜日10:00〜15:00

1

P

（中定商店専用駐車場）

4 むさし

1 麺屋 一八

2 ひらめ亭

いっぱち

しょうゆ新味（たまり味）
769円〈税抜〉

9月現在の価格です

ひらめてい

地魚ランチ

価格が変更になる
場合がございます

住：武豊町鹿ノ子田2-60-A
営：平日11：00〜14：30
土日祝日10：30〜15：30
休：月、火曜日の夜のみ休み
席：12 席 駐：15台
スープ、麺が無くなり次第終了

味噌煮込みうどん

TEL：0569-73-4045

住：武豊町道崎 60
営：11：30 〜14：00 休：日曜日、祝日
席：16席 駐：完備

天ぷら、ごはんサービス

キャンペーン期間
限定メニュー

・地魚の煮付け ・地魚の刺身 ・地魚のフラ
イ・本日の小鉢・ごはん・赤だし・デザート

・本日の料理 3 品 ・たまりラーメン（中定商
店さんのたまりを使用）・デザート

・米茄子田楽・刺身・口取り3 種盛・茶碗蒸し
・茶そば・ごはん・コーヒー・小鉢・香の物

ご予約可

もろみ巻きランチ

キャンペーン期間
限定メニュー

TEL：0569-72-0468

TEL：0569-73-1796

TEL：0569-73-8480

コーヒー又はアイスクリームをサービス

・海鮮丼（ネタは日替わり）※その他メニュー
も揃えています。
・小鉢 3品日替・みそ汁

価格が変更になる
円〜
〈税抜〉場合がございます

TEL：0569-73-6002

（味の蔵たけとよ）
住：武豊町忠白田11-1（味の蔵たけとよ
内） 営：9:00 〜15:30 休：月曜日（祝日
の場合は翌平日） 席：40席 駐：101台

粗品サービス

住：武豊町六貫山2-13
営：11：00〜15：00
（o.s.13：25）
休：水曜日 席：42席 駐：15台

住：武豊町多賀 2-31
営：11：00 〜14：00（ o.s.13：30 ）
休：月曜日 席：130 席 駐：30 台

※料理内容は仕入れの都合等により予告なく一部を変更する場合があります。※満席でお待ちいただく場合がございます。
ご予約につきましては、
お客様から直接店舗へお問い合せください。
（ ご予約可 のお店のみ）
※写真はすべてイメージです。
※9月現在の価格です。

9

丸又商店 2

南蔵商店 5

デザート1品サービス

みそ蔵の小径

9月現在の価格です
価格が変更になる
円
〈税抜〉 場合がございます

（平日限定）
1,500円〈税抜〉

・肉みそチャーハン ・汁物 ・漬物

・マグロたまり麹漬け丼・茶碗蒸し
・赤だし・デザート

TEL：090-4866-4092

小鉢またはデザートサービス

TEL：0569-73-4530

住：武豊町四畝 3-1
営：11：00 〜14：00 休：火曜日（祝日
は営業） 席：70 席 駐：完備

サラダ・コーヒーサービス

丸又商店
カクトウ醸造

かつては 50 軒ほども醸
造 蔵 があった名 残 をと
どめており、その佇まい
を散歩路でたどる。

12 武豊ゆたか寿し
ご予約可
マグロたまり麹漬け丼ランチ

463

（味の蔵たけとよ内、
お好み家）
住：武豊町忠白田11-1（味の蔵たけとよ
内） 営：10:00 〜14:00 休：月曜日（祝日
の場合は翌平日） 席：40席 駐：101台

武豊町観光協会

（地域交流センター内）

南蔵商店 5

4

P
世界に誇る豆みそ・たまりを
使った商品をはじめ、
地産品・特産品の販売、
フードコートがあります。

拡大マップ

至JR武豊駅

2

味のアトリエ

おこのみや

肉みそチャーハン

芳味

8

ゆたか寿し 12

1,500円〈税抜〉

9月現在の価格です

La Luce

Pranzo A
・本日の前菜 ・サラダ ・本日のスープ ・パスタor
ピッツァ・自家製みそパン・デザート・コーヒー

ランチ全品（一部を除く）

6 豊年

ご予約可

（1日10食限定）
1,300円〈税抜〉

カクトウさんの金山寺味噌を入れた”もろ
み 巻き”。ミニちらし寿司は、溜 醤 油で 味
わってみてください。

バニラアイスサービス
（先着20名様まで）

8 Trattoria La Luce

FAX：0569-77-2667

伊藤商店

・チキンカツ・おさしみ・そば・茶碗蒸し
・赤だし・香の物

926

住：武豊町向陽 4-40
営：11：00 〜13：30（ o.s.） 休：木曜日
席：64 席 駐：40 台

ご予約可

たけとよめしランチ

11 お好み家

ぎゃらりぃ
夢乃蔵

トラットリア ラルーチェ

うおかつ

TEL：0569-77-9474

※観光パンフレットも取り揃えています。
※グループでの申込をお願いします。
※1週間前に予約をお願いします。

カクトウ醸造 3

1,500円〈税抜〉

いちばしょくどう

5

たぬき

わらび餅サービス

・みそかつ・刺身・小鉢・サラダ
・ごはん・漬物・赤だし

1,100円〈税抜〉
TEL：0569-72-0094

7 魚勝

連絡先

7 魚勝

住：武豊町小迎109
営：11：30 〜13：30 休：月曜日
席：50席 駐：10 台

ドリンク（アイス）1杯サービス

ほうねん

住：武 豊 町 道 崎 5 5 - 6 T E L：
0569-73-7883 営：9:00〜17:00
（カフェは〜16:00）休：日・月曜日、
第4・5土曜日

TEL：0569-72-1305

TEL：0569-72-0005

住：武豊町塩田170-4
営：11：00 〜14：00 休：月曜日
席：42 席 駐：10 台

住：武豊町明神戸19-1
営：11：00 〜14：00 休：月曜日
席：50席 駐：11台

10 市場食堂

米茄子肉みそ田楽ランチ
1,500円〈税抜〉

ソフトドリンクサービス

ご予約可

キャンペーン期間
限定メニュー

ご予約可

694

みそかつランチセット
（1日10食限定）
800円〈税抜〉

4 和食処 むさし

（平日限定）
1,500円〈税抜〉

住：武豊町平井6-107 営：11:30〜14:00
※土日祝日は11:00〜14:30（o.s）
休：火曜日 席：100席 駐：30台

6 天ぷら・ふぐ 豊年

ご予約可

（平日限定）
9月現在の価格です
価格が変更になる
円
〈税抜〉 場合がございます

コーヒーサービス

5 手打ちうどん たぬき

ふうりん

TEL：0569-74-1800

燻製たまご半玉サービス

よしみ

3 中国料理 楓林

日替わりランチ

TEL：0569-73-2484

9 芳味

ご予約可

ガソリン
スタンド

武豊廻間

3
コンビニ

4

伊藤商店

コンビニ

住：武豊町字忠白田11-1 TEL：0569-73-6002
営：9：00 〜18：00 休：月曜日（祝日の場合は
翌平日）
、
年末年始

武豊町観光協会

（地域交流センター内）

まちの駅
味の蔵たけとよ

10 市場食堂

至内海

11 お好み家

武豊 蔵めぐりスタンプラリー応募券（2019年11月30日まで）
【応募方法】各蔵に設置してあるスタンプを5個集め、
必要事項を記入し、地域交流センターに設置してある抽選箱にご応募ください。
抽選で豪華プレゼントが当たります！
フリガナ

氏

名

住

所

年 齢

歳

電話番号

〒

※1回の応募は、
おひとり様1枚までです。当選の発表は、プレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※個人情報の取扱につきましては、プレゼントの発送以外の目的では使用いたしません。
期間を終了した時点で、情報は責任をもって破棄いたします。

