
 
       

  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.2 

店内飲食 店頭販売 

（テイクアウト） 

 

宅配 

日本料理 一
いっ

灯
とう

 

 

 

日本料理 小伴天 

碧南市源氏神明町 256 

0566-48-0218 

水 

11:30～14:00  

17:00～21:30 

刈谷 蒲郡 安城 

碧南 

碧南 知立 西尾 知立 

お取り寄せ 

お店ごとに下記のマークをご確認ください 

 

はーとくん 

ご来店時はマスクの着用やアルコール消毒など、感染症拡大防止にご協力お願いします。 

 

営業時間等は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

お店によりラストオーダーの時間が異なります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。 

 

令和 4 年 1 月 

けんしん地元を応援し隊 

 

碧南市幸町 4-1 

0566-42-8330 

水 

11:00～14:00  

17:00～23:30 

碧南 焼肉家 キャロル 

焼肉料亭 西村や 

 

創業から 100 年続く“炭焼きうなぎ”は、地

元のたまり、本格みりんなどを使った伝統のた

れで仕上げ、上質なうなぎを備長炭で丹念に焼

き上げております。碧南の豊かで新鮮な海の

幸・里の幸、調味料などこだわり抜いた逸品、

当店の味をぜひご賞味ください。 

けんしんは地域密着型金融機関として、心のふれ愛を大切

に日々活動しております。「いってみりん！」を合言葉に、コ

ロナに負けず三河地区を盛り上げてくださっている組合員の

皆さまに自慢の逸品をご紹介するパンフレット Vol.2 を作成

いたしました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、日々状況が変わ

る中で今なお飲食店は厳しい環境にあります。こんな時だか

らこそ、美味しいものを買って・食べて地元を盛り上げてい

きましょう！！Vol.1、2 併せてご活用ください！ 

組合員の皆さま、「いこまい！」 

レストラン「リヴァージュ」 
ホテル竹島内 2F 

キラキラ輝く水面に浮かぶ竹島と海

をイメージした「竹島カレー」は地元

の食材“メヒカリ”のフライや“蒲郡

みかん”のサラダなど、味も見た目も

美味しいおすすめのランチです。季節

や気候によって変化する“竹島のある

景色”と共にゆったりとしたひととき

をお過ごしください。 

竹島内の由緒ある“八百富神社”のおみくじ

では、珍しい“大大吉”が出るかも！？ 

蒲郡市竹島町 1-6 

0533-69-1256(代) 

無 

11:00～15:00 

17:00～21:00 

和食酒家 縁 

約 120 年前の由緒ある旧家をご縁に

より移築。個室から宴会場まで風情あ

るお部屋をご用意しており、家族連れ

はもちろん、食事会、慶事法事など幅

広いシーンでご利用いただけます。足

への負担が少ない座敷椅子席や掘り

ごたつ席も完備しております。 

三河一色産うなぎと、お刺身や煮魚など三

河湾の天然鮮魚は鮮度抜群！一押しです！ 

知立市宝 3-14-5 

0120-83-9219 

無 12/31 のみ休 

11:00～15:00 

17:00～22:00 

キッチンカフェ Calm
カ ー ム

 

当店自慢「自家製ミートソースのとろ

とろオムライス」は野菜がたっぷり！

甘みとコクがあり、野菜嫌いのお子様

でも美味しく食べていただけます。自

家製ハンバーグを乗せた「ハンバーグ

黒カレー」は、黒ごまペーストとよく

炒めた玉ねぎで煮込んだちょっぴり

スパイシーな人気メニュー！ 

す！！ 食後は、手作りスイーツと一緒に 

『Calm＝穏やか』な時間を♬ 

碧南市照光町 5-23 

ラ・メール 1F-B 

0566-46-0447 

月 

9:00～18:00 

碧南 

創業大正三年、老舗の味とおもてなし

を皆さまに、四季折々の料理を提供し

ております。昼の“旬彩弁当”は彩り

よく盛られた松花堂弁当に茶わん蒸

しをつけたメニューで、「華」にはト

マトの入ったすき焼きの一人鍋がつ

きます。大正ロマン溢れる佇まいの当

店で“和”を存分に堪能してください。 

 

 

 

大浜の小京都で新鮮な食材を堪能しながら

贅沢なひとときをお過ごしください。 

碧南市中町 3-18 

0566-41-0125 

月・第３月火 

11:00～14:00 

17:00～22:00 

大濱旬彩 大正館 大衆炉端 なめだるま 

 

なめだるまといったらこのメニュー♬

定番の「鰹の藁
わ ら

焼き」は、新鮮な鰹を

お店で捌き、お客様の目の前で炙りま

す。鼻に抜けるような藁の香ばしさと

赤身の旨味が食欲をそそります。他に

も冬限定・旨辛「台湾もつ鍋」が一押

し！ぜひ本格的な炉端焼きをお楽しみ

ください。 

 若い方や女性に人気の彩り豊かな「野菜巻串」

も召し上がってください♬ 

 

刈谷市相生町 2-9 

どてやビル 3Ｆ 

0566-23-2006 

日 

<月～金><祝日><祝前日> 

17:00～24:00 

<土> 

15:00～24:00 

麺やOK 

「コクうま味噌ラーメン」は信州味噌

を使い、炒めた野菜は甘味がありシャ

キシャキ！麺は中太麺でスープとよ

く絡み、自慢の逸品です。コンテスト

で 1 位に輝いた“カレーラーメン”も

外せません！１つの味にこだわらず

色々な味にチャレンジする店主のこ

だわりラーメンをぜひご賞味あれ♬ 

 

 

 

季節ごと“限定ラーメン”も要チェック      

お気に入りの 1 杯を見つけてください！ 

安城市明治本町 15-4 

0566-72-3630 

月 

11:30～14:00 

<火～土> 

18:30～22:00 

<日> 

18:30～21:00 

吉香 

地元でも数少ない手焼きのおせんべ

い屋です。店主が子どもの頃に食べて

いた手焼きの味を求め、納得のいくお

せんべいを作りたい！と１０年前に

店頭販売を開始。地元のえびを使った

“みかく”は風味もよく贅沢な味わ

い。手焼きのぬくもりを感じるおせん

べいをぜひ味わってみてください！ 

贈答品としてはもちろん、お茶菓子やお酒の

おつまみに“吉香”のせんべいをどうぞ！ 

西尾市一色町池田後河 22 

0563-74-0053 

水・第 2 木・第 4 木 

10:00～18:30 

 

定食カフェ 一輪の花 

美味しい和食が食べられるお店です。

ミニ懐石「花」は、一品料理や焼き物、

蒸し物など 6 品がお手頃価格で食べ

られます。モーニングからディナーま

で営業しており、とにかくメニューが

豊富♬毎日通える飽きないお店で

す！ぜひお立ち寄りください。 

人気メニュー「気まぐれ定食」や「唐揚げ定

食」もチェックしてみてください！ 

知立市南陽 2-51 

0566-95-2340 

水・第 1 火・第 3 火 

8:00～10:30 
11:30～14:00 

17:00～20:00 

 

小伴天はなれ 

三河の良質な食材・調味料を使った“料理”を

通して、生産者様を身近に感じていただき、三

河の食文化を活性化していく一つの“灯り”に

なりたい、そんな想いで始まったお店です。そ

の時々の旬の食材や伝統野菜などが味わえる

季節のお料理で、至福のひとときを。 

碧南市作塚町 1-16 

0566-48-7838 

水 

11:30～14:00 

18:00～21:30 

キャロルの別館、完全個室の和情緒あふれる焼

肉料亭。落ち着いた雰囲気でゆったりお寛ぎい

ただきながら、上質なお肉を召し上がることが

できます。一押しメニューは「贅沢五点盛り」。

特別な日の食事会・記念日など、大切な方々と

様々なシーンにご利用いただけます。 

碧南市幸町 1-70 

0566-46-2900 

月・火・水 

〈木・日〉 

17:00～22:00 

〈金・土〉 

17:00～23:00 

地元の方々に愛され 30 余年。一押しメニュー

は和牛サーロインの「焼きしゃぶしゃぶ」。さっ

と炙ってお召し上がりください。お得でボリュ

ーム満点なランチもおすすめです♬『お肉にこ

だわり、仕込みにこだわり、焼き方にこだわり』

変わらない味をこれからも提供し続けます。 

碧南 碧南 



       

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西尾 碧南 

碧南 碧南 安城 碧南 碧南 碧南 

 

碧南 西尾 安城 西尾 

愛知県中央信用組合 営業推進部       〒447-8605 愛知県碧南市栄町２丁目 41 番地  0566-41-3262 

 

掲載のご要望がございましたら、お近くのけんしん窓口にお問い合わせください。 

こだわりにこだわった濃厚な“常滑牛

乳ソフト”にフルーツパウダーを合わ

せた「ミプンソフト」。味はもちろん

見た目も楽しい当店一押しメニュー

です♬かわいくておいしくて嬉しく

なるようなモノを取り揃え、お客様の

“ミプン＝そよ風”になりたい、そん

な想いでお待ちしております。 

ご予約限定で本場韓国のハルモニ（おばあさ

ん）のスープランチもご用意しております♪ 

安城市相生町 6-13 

0566-91-6464 

日・隔週月 

11:00～19:00 

café mipung
ミ プ ン

 相撲料理 松川 

「ちゃんこ鍋」はお持ち帰りもできます。 

ご自宅でも、当店の味をお楽しみください！ 

碧南市笹山町 3-49 

0566-48-5023 

火 

17:00～22:00 

NN
エヌエヌ

ダイナー 

オーナーが、アメリカルイジアナ州の

インディアンから教わったレシピを

アレンジした“ケイジャンソース”の

オムライスは当店の看板メニュー！

アメリカンな雰囲気の店内で、豊富な

ワインも楽しめます。その日のおすす

めは黒板をチェック。メニューにない

ものも可能な限りお受けします♬ 

碧南市末広町 3-4 

0566-41-5080 

火 

17:30～深夜 2:00 

当店オリジナルのソーセージや手作りのド

レッシングは、ふるさと納税でも大好評！ 

だいどころ 

 

アイデアマンの社長考案メニューが盛りだ

くさん！今日はどれを食べようかな♬ 

碧南市江口町 3-15-3 

0566-46-8058 

月 

 

17:30～21:00 

9:00～14:00 

 

ゑびす屋 本店 

おつまみにぴったりな「豚キムチ炒

め」など数あるメニューの中でも、一

押しはやはり「お好み焼」。本場大阪

から粉を仕入れ、山芋たっぷりのふわ

とろ食感がお手頃価格で味わえます。

ビールはもちろん日本酒やワイン、マ

ッコリなどのアルコール類も充実♬ 

朝 9 時～ お得なモーニングやってます！ 

お好み焼の他にもあるよ！詳しくはお店で♪ 

碧南市笹山町 3-18-3 

0566-48-6268 

火 

<日～木> 

9:00～23:00 

<金・土> 

9:00～24:00 

 

珈琲をもっと楽しく！美味しく！ 

毎週日曜 14 時～ どなたでも楽しめる 

ワンコイン珈琲講座を開催中♬ 

珈琲工房ポエム 

西尾市西浅井町郷西田

124-2 

0563-52-2833 

なし 

<月～土> 

11:00～18:00 

<日> 

14:00～17:00 

磯明精肉店 

地元で愛され続ける町のお肉屋さん。 

愛知三河産の豚を使用した「炭火焼

豚」は、毎週金曜日には出来立てを購

入でき、美味しい状態で真空パックを

するので、贈答品としても喜ばれてい

ます。また、店頭で揚げるコロッケや

トンカツなども大人気♬美味しいお

肉はぜひ磯明で！ 

当店こだわりの“佐賀牛Ａ5 ランク”のメス

牛はくどさがなくて美味しい！ご賞味あれ♬ 

碧南市野田町 57 

0566-41-0298 

日・月 

10:00～18:00 

アンカーズ 

当店人気メニュー アイルランド料理

の「フィッシュ＆チップス」はもちろ

ん、港町ならではの新鮮な魚介や地元

野菜から作るオリジナルメニューな

ど、充実した料理をご用意しておりま

す。陽気な音楽あふれる当店で、美味

しい料理と一緒に種類豊富なビール

やカクテルなどをお楽しみください。 

 
新メニューの「オリジナルブリトー」も人気！

カフェレストランとしても楽しめます！ 

碧南市幸町 5-1 

0566-87-9565 

月・第 2 日・第 3 日 

16:00～深夜 1:00 

はま友 

店主自ら地元の旬な食材を求めて毎

朝仕入れた新鮮なお魚は刺身はもち

ろん、煮つけ、焼魚で食べられます。 

魚料理は尾頭付きで食べられ、地元の

食材を使った天ぷらも絶品！お酒の

おつまみも充実♬店内はカウンター

やお座敷もあり、お一人様から家族連

れまで幅広くご利用いただけます。 

夫婦二人三脚で営む当店で、ぜひ美味しいお

魚やお酒を召し上がってください。 

碧南市栗山町 3-3 

0566-48-5030 

月・第 2 日・第 4 日 

16:00～22:00 

さくらや。café 

“人とからだに美味しいカフェ”をコ

ンセプトに、モーニングからランチ、

カフェタイムまで楽しめるお店です。

種類豊富なパンのモーニングなどが

好評    メニューも豊富で何度でも足

を運びたくなります。お店で製造・販

売している生チョコレート「さくらと

ショコラ」もおすすめです♬ 

「さくらとショコラ」は地域の特産品を使用。 

胡椒・抹茶・まめ味噌の 3 種類♬絶賛発売中！ 

西尾市宮町 61 

080-2639-5657 

日・月 

8:00～18:00 

Cafe＆Rental space  

カフェとレンタル空間の小さなお店

です。「予約制愛絆ランチ」は、事前

に希望の金額と食材を聞いてお作り

します。他にもルーロ飯がおすすめで

す。レンタル空間はカフェ勉の場合、

1 ドリンクでご利用いただけます。美

味しいドリンクを飲みながらカフェ

勉はいかがですか♬ 

毎月『ここ De マルシェ』を開催！ 

手相セラピーなどもやっています！ 

 

愛絆（KOKO） 

西尾市寄住町上田 12-1 

090-6335-5710 

不定休 

カフェ・レンタル空間 

10:00～17:00 

17:00～20:00（予約のみ） 

ランチ 

11:00～14:30 

Cavani 5a(カヴァーニ クインタ) 

こだわりイタリアンワインは３００種類♬

料理に合うドリンクを多く揃えています！ 

 

当店は、新鮮な食材をシンプルに調理

する南イタリア料理を、本場の食材を

使って提供しています。大皿料理やお

一人様でも楽しめる一皿料理、シェフ

の創作イタリアンなど、ディナーだけ

でなくランチタイムから、ワイン片手

に陽気な雰囲気で気軽に楽しめます。 

 

安城市三河安城町１丁目

16-5 東祥ビル 1Ｆ 

0566-70-8859 

月 

11:30～15:00 

<火～木> 17:30～23:00 

<金・土> 17:30～24:00 

<日>    

 

当店の野菜は、あおいパーク内で仕入

れ、オムライスやうどん、揚げ物など

バラエティ豊富！「彩々御膳」は新鮮

なお刺身が楽しめ、メインはエビフラ

イなど、なんと８種類から選べます！

にんじんの自然な甘みが味わえる「自

家製にんじんドレッシング」も好評販

売中です。 

一押しメニューはもちろん、元力士の

店主が作る「ちゃんこ鍋」。牛肉と豚

肉から選べ、野菜たっぷりで栄養満

点！ふわっふわのつみれの旨みが口

の中に広がります。締めのおじやもた

まりません！「やきとり」や「ねぎま」

など、串焼や一品料理を食べながらお

鍋が出来上がるのを待ちましょう♬ 

自家焙煎珈琲豆・ハーブティ・紅茶を

販売するお店です。珈琲豆の選び方、

自宅での美味しい淹れ方や楽しみ方

を皆さんに知っていただきたい！試

飲をしながら、お好みの珈琲豆を一緒

にお探しします。“あなたの珈琲”を

ご自宅で楽しみましょう♬ 

17:30～22:00 



けんしん地元を応援し隊 
       

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vol.1 

けんしんは地域密着型金融機関として、心のふれ愛を大切に

日々活動しております。今回「いってみりん！」を合言葉に、コロ

ナに負けず三河地区を盛り上げてくださっている組合員の皆さま

に自慢の逸品をご紹介するパンフレットを作成いたしました。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、まだ先が見えず

不安もありますが、こんな時だからこそ宅配やテイクアウトなど

も利用して、三河の魅力を再発見してみましょう。いつものお店は

もちろんですが、新たなお店と出会える良い機会にしてみてはい

かがでしょうか？ 組合員の皆さま、「いこまい！」 

 

店内飲食 
店頭販売 

（テイクアウト） 

 

宅配 

7 月に 10 周年を迎えた当店では、季

節ごとの“旬”を店主自ら足を運び仕

入れているため、珍しい“天然きのこ”

や“深海魚”などいつも新しい発見が

あります。こだわりの「肉みそサラダ」

は一度食べたらやみつきに！ 

知立市南陽 2-169 

0566-78-3243 

月・土日祝ランチ 

11:00～14:00 

〈火～木/日〉 

18:00～23:00 

三河スローフード 蔵
く ら

ら 

メニュー表は “おくさん手作り” 

キュートなイラストにほっこり♡ 

 

 

よし川 碧南 

“三河もち豚”を使用した「ロースカツ定食」は

衣サクサクで、脂の旨みが格別。店主の一押し！ 

BistroCafe UMECHI 

気軽にフレンチを楽しんでいただけるよう

に、お箸もご用意しております。 

 

  大蔵屋 かりがね店 

今月のおすすめもぜひチェックしてみてく

ださい。 

 

 

どてや本店 

早い、安い、旨い、元気が揃った「どてや本店」

食材にこだわった料理を楽しんでください！ 

 

 

富士見屋 

海の恵みを大切にするお菓子です。 

 

 

 

知立 お料理 新月堂 

 

旬のお料理を提供しております。 

ぜひお越しください。 

 

 

 

CAKE SHOP GOOD 

“美味しい”はもちろん“シンプル”“丁寧” 

を大切にしております。 

 

 

 

食堂コラボ collab+ 

 

パスタ、ピザ、コラボ特製弁当などテイクアウト

メニューも充実。ご予約にて承っております。 

 

 

 

辰巳
た つ み

だんご製造本舗 

焼き立てのだんごをお召し上がりくださ

い！！ 

 

 

 

新鮮なお刺身が楽しめる限定 10 食の

平日限定ランチは、旬の食材を取り入

れ、見た目も美味しくボリューム満

点！人気のおひつご飯は、その時期に

よって 1 番おいしいお米を選んでいま

す。 

自慢の自家製ハンバーグは、こだわり

の超粗挽き！人参の甘みを活かした

“ウメチ特製ソース”でお召し上がり

下さい。フルーティーな和風ソースが

お肉に合い、さっぱりとした絶妙な味

を演出します。 

 

当店はお好み焼き・もんじゃ焼き・鉄

板焼きが楽しめるお店です。店内はカ

ウンターとお座敷があり、ご家族連れ

でも安心♬ランチはお好み焼きや生

姜焼き定食など 7 種類と豊富です。 

店長一押し「名物いいも焼き」「長芋の

ふわふわ焼き」も見逃せない！！ 

当店は常時、生ケーキを 20～25 種

類、焼き菓子を 20 種類ほど取り揃え

ております。誕生日や記念日などのお

祝いや贈りものとしてのケーキもオ

ーダーで承っております。特別な日

や、何気ない日常にもよき時間を。 

Have a “GOOD”time !!! 

落ち着いた空間で、ランチからディナ

ーまで楽しめます。オムライスやハン

バーグ、お肉料理まで幅広く提供して

おり、お酒のメニューも豊富です。 

是非、様々なシーンでご利用くださ

い。 

お昼はお値打ち「日替わりランチ」や

「松華堂弁当」がおすすめです。ラン

チではセルフサービスコーナーにて

コーヒー・紅茶など無料サービス実施

中♬ランチや各種宴会・法事・クラス

会などでご利用いただけます。 

三河でお馴染み！イカの風味がふわ

りと香る「カズヨシすがた焼」を 13

年前に受け継ぎ、変わらない製法と味

を守り続けています。カズヨシすがた

焼のワレせんは、水曜日に販売し売り

切れてしまうほどの人気！ 

 

名物「牛スジのどて煮」は八丁味噌ベー

ス、和牛のスジを 8 時間以上煮込んで仕

上げており、ここでしか味わえないどて

煮をお楽しみいただけます。 

炭火焼鳥、和食の料理人が作る美味しい

おすすめメニューも多数あり！ 

創業 50 年。当店は地元の方に愛され

ているだんご屋です。原材料は国産を

使い“やわらかく、ふっくら、こしが

ある”のが特徴です。季節に合ったお

だんごをお楽しみ下さい。電話注文も

承ります。 

碧南市松江町 4-18 

0566-41-4227 

月・第 4 火 

11:30～14:00 

17:00～22:00 

蒲郡市堀込町 51-1 

0533-67-8344 

火・第１月ディナー 

11:30～15:00 

18:00～22:00 

刈谷市一ツ木町１-8-7 

0566-25-1110 

火・第１月 

11:00～14:00 

17:00～22:00 

碧南市坂口町 1-59 

0566-48-2654 

火 

11:30～23:00  

〈金/土〉 

11:30～24:00 

碧南市三宅町 1-82 

0566-55-4029 

月・火・水 

10:00～16:00 くらい 

知立市内幸町加藤104-5 

0566-81-0330 

0120-0566-39 

日（原則） 

11:30～14:00  

17:00～22:00 

西尾市一色町前野荒子 15 

0563-72-8227 

不定休 

9:00～19:00 

刈谷市相生町 2-9 

0566-23-9995 

不定休 

<月～木/日〉 

17:00～22:00 

〈金/土〉 

17:00～24:00 

碧南市志貴町 1-25 

0566-41-2030 

火・毎月 3 日 

〈店頭販売〉 

10:00～15:00 

知立 蒲郡 刈谷 

碧南 碧南 碧南 知立 西尾 刈谷

4 

お取り寄せ 

お店ごとに下記のマークをご確認ください 

 

〈金/土〉 

18:00～24:00 

はーとくん 

ご来店時はマスクの着用やアルコール消毒など、感染症拡大防止にご協力お願いします。 

 

営業時間等は変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

詳しくは各店舗へお問い合わせください。 

 

令和 3 年 1 月 



       

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レストラン美
み

志
し

ま 

地元の食材をふんだんに使った季節のメニ

ューでランチは 10 種類！ 

 

 

美
み

志
し

ま鷲塚
わ し づ か

 

ご家族、ご友人やお仕事での会食でぜひお

使いください。 

 

 

萬代
ば ん だ い

らーめん 

“萬代の    ランチ”に好きなおかずやトッ

ピングを組み合わせてさらにお得に！ 

 

日本料理 魚
う お

寅
と ら

 

ここにしかない“西尾の香り、西尾の味”。 

ぜひ西尾へお越しください！ 

 

 

 

ホルモンの松田 

旬の野菜を使った自家製キムチもおすす

め！ホルモンとセットで召し上がれ♬ 

 

 

美味良酒マルア 

お酒で困ったら、いつでもお気軽にご相談

ください！ 

  

 

樹神亭
こ だ ま て い

 

「焼チーズカレーうどん」一番人気！ 

お弁当も配達いたします。 

ブーランジュリー ケイユー 

お値段と美味しさは全部そろえてあるよ。 

お気に入りのパンを見つけてね！ 

 

たけうち BIGぼとる 

ボト 

平日限定「もんじゃ焼き」を楽しめるのは 

碧南でウチだけです！ 

 

 

村のカジヤ 

日本酒好きの店主が足を使って選び抜いた

“店主の隠し酒”もご用意しております。 

 

 

庭園レストラン 松風苑

 

職人が作る質の高い和食を提供いたします。 

新撰組 

丁寧なサービスを常に心掛け、地域一番店

をめざします‼ 

 

創業 46 年。広々とした店内には焼肉

を楽しめるスペースがあり、中華も味

わうことができます。お店こだわりの

国産の和牛を提供しております。 

豊富なメニューも魅力的♬宴会や家

族連れ、どの年代にも嬉しいメニュー

が揃っています。 

店主一押しの「味噌らーめん」はこだ

わりの手作り味噌ダレを使用。濃厚な

のに重くないスープは麺との相性バ

ッチリ。子供から大人まで大人気の唐

揚げは骨付き BIG サイズ！「台湾らー

めん」は開店当初から現在もファンが

多い逸品です。 

 

当店発祥「碾茶めし」は噛めば噛むほ

どお茶の風味が広がる当店の看板メ

ニューです。釜で炊いた一色産うなぎ

の「茶めしうな釜」も人気の一品。自

宅で手軽に作れる「うな釜の素」も販

売を開始しました！健康食のお茶を

“食べて”楽しみませんか？ 

 

 

店主おすすめ「味付けホルモン」は碧

南の家内味噌で味付けをし、レバー・

心臓などの部位も入っています。お客

様の好みに合わせてご注文を承って

おります。味噌味が絶妙で、ご飯のお

供やお酒のつまみに最高です！ 

大正 2 年創業。日本酒（地酒）・ワイ

ン・焼酎・ウィスキーなどギフト商品

を取扱っています。“SSI 認定利酒師”

の社長が選ぶ商品は外れがありませ

ん！店内のポップは奥様の手書き♬

見所満載なお店にぜひ足を運んでみ

てはいかがですか？ 

『本場大阪の味にこだわり、その味を

碧南に持って来たい』という店主の思

いから新撰組は誕生しました。地元の

みならず、関西出身のお客さまにも人

気です。新撰組おなじみの隊士をイメ

ージしたユニークなメニューも必

見！ 

美しい庭園が広がるレストランにて、

職人が心を込めて作るお鍋やお刺身、

天ぷらなどを心ゆくまで楽しめます。

宅配やランチメニューなど、幅広いニ

ーズに対応しています。天気の良い日

には、素敵な庭園を眺めながらお食事

してみてはいかがですか？ 

村のカジヤはただの焼き肉屋ではあ

りません。当店の醍醐味は「懐石コー

ス」。ただ焼くだけではなく、部位に合

わせた調理法でお愉しみいただける

肉割烹です。大切な方との大人時間

を、流れるジャズの音色と合わせてゆ

ったりとお過ごしください。 

市場ではあまりお見掛けしない品が

並ぶ店内は、まるでワインの博物館！ 

お客様の“記念日ヴィンテージ”お探

しします。当店ならではの品揃えでお

客様をお迎えいたします。 

おすすめのパンは『あなたの好きなパ

ン』。当店では種類豊富なパンがほぼ

全品 150 円！おやつに最適なミニパ

ンやラスク、パティシエが作るなめら

かパンナコッタなどスイーツも人気

です。ケイユーのパンで“しあわせ”

の貯金をしてみませんか？ 

伝統技法を守りながらも、常に先を見

据え新しい味にチャレンジをする「進

化するうどん屋」です。ルーは小麦粉

を炒める所からはじめ、うどんは全て

自家製の釜揚げ。出汁・ルー・うどん

が三位一体となった時“樹神亭のカレ

ーうどん”が完成します。 

 

碧南市港本町 1-7 

0566-42-4869 

月・不定休 

11:00～13:30 

17:00～（予約制） 
 

※衣浦港湾会館宿泊客のみ 

朝食の利用可（7:00～） 

 

碧南市鷲林町 1-7 

0566-42-0870 

木 

11:00～14:00 

17:00～22:00 

碧南市末広町 3-5 

0566-46-3198 

月 

11:30～14:00 

〈火/水/木/日〉 

17:00～24:00 

西尾市上町薬師前 1-10 

0563-57-3044 

木 

11:00～14:00 

17:00～22:00 

高浜市青木町 4-7-50 

0566-53-0735 

木 

13:00 頃～18:00 頃 

〈土/日> 

10:00 頃～18:00 頃 

高浜市春日町 3-6-21 

0566-53-0551 

火 

9:00～20:00 

安城市高棚町茨池 177-１ 

0566-74-5220 

無 臨時休業有 

11:00～14:30 

17:00～21:00 

安城市百石町 1-11-4 

0566-75-6611 

月 

8:00～18:00 

西尾市下町御城下 41-2 

0563-57-2606 

水 

1０:00～19:00 
碧南市西浜町 3-53 

0566-42-2008 

月 

17:30～22:00 

碧南市善明町 2-20 

0566-41-0472 

火・第 4 水 

11:30～14:00 

17:00～21:00 

碧南市善明町 1-35 

0566-46-4093 

水 

11:00～14:00 

17:00～22:00 

碧南 西尾 

碧南 碧南 碧南 西尾 高浜 高浜 

 

碧南 碧南 安城 安城 

〈金/土〉 

17:00～1:00 

衣浦港湾会館内にある当店のランチ

は、地元の魚を使ったお刺身やフライ

などのメニューが人気！しらすがのっ

たへきなん焼きそばもおすすめ。お弁

当はテイクアウトや宅配も受付中♬ 

てんちゃ 

愛知県中央信用組合 営業推進部       〒447-8605 愛知県碧南市栄町２丁目 41 番地  0566-41-3262 

 

掲載のご要望がございましたら、お近くのけんしん窓口にお問い合わせください。 
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