
〇守9贔昇ば塁炉
晴れの日名古屋飯七フク

名古屋市中区錦1-8-4グリーンハイツ錦1・2階
11 :00~15:00 17:00~21 :00 

匡 052-202-1801

三 : )1,00OPl

O t}慧g;嘉らうどんど手打ちきしめん、

賀登光木店
瀬戸市勿1J田町5

11 :00~20:00水休

匡 0561-82-2539

門 戸
新店舗になってから初参加

こだわりの手打ら麺をお楽しみくださし

手打ぢうどん•丼物角浅 国亙］
岐阜県羽島郡笠松町田代820-1

11 :00~15:00 17:00~21 :00水第3火休

回 058-387-2736

明治14年創業の手打ら麺ど出汁にこだわる、
きしめんど味噌煮込みうどんの専門店てす。

手打めん処宮田屋 国国
春日井市瑞穂通6-5（移転しました）

11 :00~ 14:00月休

匡 0568-37-1291

屈 ⑫

八事五寸にんじん、くりあじかぼらゃ等
地元の季節限定野菜を使用

饂飩坊一休
名古屋市昭和区広路町石坂1

1 :30~14:00 17:30~20:0 

手打ぢめん処三輌
名古屋市千種区千種1-4-2

:00~14:30 (L014:00) 17:30~20:00 (L 
火夜水休
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5店舗達成ごとに、400円券をプレゼントします

参加店でご活用ください
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＊表示は税込価格です。

＊きしころ1杯につき1個レジにて店名の上にスタンプします。

＊スタンプは1店舗あたり 1回です。

＊お店により盆休み等の臨時休業を定休日以外に取ることが有ります。電話等でご確認ください。

＊イベント開催期間：7月1日（金）～8月31日（水）※各店の営業日のみ実施

きしめんは製麺にとても手間のかかる麺です。売り切れの際はご容赦ください。

状況によっては営業時間の変更や、ラリーの早期終了もありますのでご了承願います。

その時の政府や県の要請に従った上で、安全にラリーをお楽しみ下さい。

店舗情報は

めんるい組ロ
HPからでも

出来ます。

月1日より
島県後援
だちきしめん

出！！



ただ冷たいだけじゃない食ぺ比ぺたことありますか？

名店40店舗合同企画名古屋市内•近郊

． 第8回きしころスタンプラリー ― 

［ 開催期間：令和4年7.1~8.81 ]”赤埠込価格です。

夏の身体にぴったりなきしめんを揃えてます。
きしころには大根おろしがたっぷり。

森田屋 0 
名古屋市東区赤塚町15
11.00~15.00日祝休

回 052ー931ー6848
［幅六きしころ ］ 幅六冷やしきしめん

700円 800円

今年の夏も冷たいきしめんをどうぞ
大曽根駅から徒歩5分駐車場有

大黒屋

゜名古屋市東区矢田1-12-4
11•00N14•00 17"00N20•00 （土祝11'00~1400) 日休

回 052-711-9261 

［おろしきしめん ］ 
680円

ムロ•サバの合わせダシ
生引•ヒゲタの合わせ替油

市川屋
名古屋市東区主税町2-19

11 :00~ 14:00のみ土日祝休

冷えている白だしサラダチキンど冷Lトマトで
さっぱりどヘルシーに仕上げました

勝美屋 0 
名古屋市東区代官町33-8

11.30~14.30 17:30~20:30水休（不定休有）

回 052-936-5081
鶏ころきLめん。 ［カレーころきLめん ］

1,000円 850円

受知県産きぬあかり100％て中。
うったきしめんです

めんるい食堂清田庵
蒲郡市中央本町30-24

11 ・00N14:30(LO 14:00l 11:00N21 ・oo (LO 20・20)林休

匡 0533ー68-2274
グリルドポークきしめん カツおろしきしめん

880円 940円

名古屋伝統の手打の技法で作っております

手打ぢめん処香流庵
名古屋市名東区山の手3-1607

11:00~14:30頃17:00~21:00 (L020:30頃）水休

回 052-77 4-0368 

)|／ 戸きLコロ 550円

ネバトロつるんで夏バテ解消！

川井屋 〇
名古屋市東区飯田町31

11:00~14:00 17:00~19:20LO 日祝休

回 052-931-047 4 

門 は元如
つるんつるんでもっちもら

幅広きしめんを赤つゆか白つゆて

赤塚交差点、駐車場あり

ひらのや
名古屋市東区赤塚町3番地

11:00~14:00 17:00~22:00水休

匡 052-931-3921
‘̀ 
勝おろしきしめん

1,190円

きしころ炉て、元気だそう！！お待らしております

山田屋

〇 おろしてサッパリ

えびすや大治店
大治町長牧前田3

11:00~14:QQ 17:00~20:QQ木休月夜休

回 052-441-6588

創業38年そば、うどん、煮込み麺は手打らてす

めん処みのぜん 〇
愛知郡東郷町和合半廻間41-4味の街153広場
11.00~15:00 17.30~22.00(L021.30)土日祝夜17.00~

回 0561-38-3105 
大えびざるきしめん 梅おろしきしめん

1,870円 990Pl 

゜
昆布ど木鰹の

お出汁のきしめん

゜Higashiyama Nikoten 
名古屋市千種区東山通4丁目11-9

11 :00~14:00不定休

天ころ
きしめん 1,5

明治より受け継いだ味を賞味下さい！

四代目一八正木木店
名古屋市中区正木一丁目12-9

11 :00~14:00日祝休

匡 052-321-8600

きLころ 550円

冷たいきしめんに
揚げなすどきざみ大葉てご賞味下さい

新角屋
名古屋市東区代官町1-2
11 :00~15:00日休

回 052-935-0509

揚I~］圧西函巫Lめん
750円 800円

きぬあかりの麺ど出汁を味わい下さい

四代目店主いせ徳 〇
清須市新清洲6-5-23

11 :00~ 14:00 17:00~L020:30木休

匡 052-400-3243

門 戸
伝統の手打らきしめんをぜひご賞味ください

えびすや猫洞店
名古屋市千種区猫洞通3-29

11 :00~15.00 17.00~20:30水休

回 052-782-4187 
［きしころ ］ 肉おろしきしめん

700円 1,200円

今回も梅にこだわりました

扇 庵

゜名古屋市緑区篠の風1-907
11.00~14:00 17.00~20.30 火水休

匡 052-895-1313
［梅コロきしめん ］ コロエビおろし

800円 きしめん 1,200円

名古屋の伝統的な手打技法を
現代に伝える店です

えびすや木店

昨年4月に移転新築オープン
創業72年の老舗伝統の味を！

名古屋めん処みやまつ
名古屋市東区葵三丁目17-42

11:00~15:0017:00~21:15土日祝休

回 052-935-0625

夜営業ては和食メニュー多数あり

手打麺処まるいぢ 〇
名古屋市東区東桜2-13-15川ロピル1F

11:30~14:QQ(L013:45) 17:30~22:QQ(L021.30) 日祝休

回 052-936-1255

［竹天きLころ 竺 ［茄子おろし 悶？
750円 きしころ 750円

きぬあかりのもっらりどした題を、
出itのきいた薄味のおitてお楽しみください

三蒲屋
名古屋市東区出来町3-3-9

11 ・30~14・00 17"30~21 ・oo祝昼のみ日休

回 052-722-0907 

［カレーきしめんころ l 
650円

●心地の良いツルツルのきしめんを
冷え冷えの優Lいお出汁てお楽しみ下さい

大久手山木屋 • 
名古屋市中区錦三丁目20-7 名古屋市千種区大久手町5-9-2

亨 三」二 三
11 :00~25:00（土祝21時まで） 日休 11 :00~21 :oo (Lo20:oo)月休（祝日の場合は翌日）

匡 052-961-3412 回 052-733-7413

店主が畑て育てた安1¥:;て安全な美しい旬の野菜をはじめ
こだわって選んだ素材を佼用しており士す

きさん
刈谷市ーツ木町7-14-1

11:00~14:30 (L014:00) 18:00~21:30(L021:00) 
水木休月火夜休

国 0566-27-8537
穫れ立て1揚げ立て1
野菜の
かき揚コロ 1,1

愛知県産小麦「きぬあかり」を使用しています

中條屋
瀬戸市西寺山町1-2 • 

11 :OO~L013:50 17:00~20:30 (L019:50) 
日第3月休

匡 0561-83-4323

愛知の名エが毎日手

臣みそ煮
名古屋市

11 :00~15:00 
7/ 

伝統の名古屋手打ちを継承する店てす

めん処やま幸

゜
大府市共栄町9丁目8-3

11"00N15:00(L014:水30木)1休7:00N21・00(L020・30) 

阻 0562-47-6267 

えびおろしきしめん店頭発表

名物かつおろしやえびおろしもお楽しみください

三河屋 〇
名古屋市瑞穂区明前町13-33

10:50N 15:00 (LO 14:30 17:00N22:30 (L022:00) 日休

回 052-811-8327
つ ランチ【単品】650円【定食］820円

ミL-ろ
し 夜【単品】800円【定食】1,080円

昭和天皇にお召し上がり頂いた
老舗の一品

一八木店
名古屋市中区橘1-5-14

11 :00~15:00 17:00~21 :30 (L02Q:30)火休月夜休

回 052-321-047 5 

門 二
地元産を使い、多種多様のメニューあります

焼き太きしめんは有名てす

めん類とお食事処則武朝日屋
名古屋市中村区則武1-18-16

11 :00~15:00(L014:45) 17:00~21 :OO(L020:45) 
土のみ～20:00日休

阻 052-451-5930
、、

LらすおろL
太きしめん 690円

チトセ屋 0 
名古屋市東区泉2-7-17

11 :00~14:00 17:00~20:00土夜休日祝休

阻 052ー931-4774

戸 =90 0円

己三詈言；：祝休1 "00~1蕊芦i扇2i15)日1噂讐羞羞鰐：
ロニ戸□ 戸:

つるつる企感にこたわり丁寧に仕上げました10誓9畠髭翌t- ° |伝統ど革新を融合させたクラフト冷凍きし“ |もらもら食感を楽しし、元祖超幅広きしめん

〇 星が丘製麺所久屋大通店 星が丘製麺所木店 〇 芳乃家摩留喜屋 ． 
名古屋市千種区星が丘元町15-5星が丘テラス内

11 :00~21 :00 (L020:30)無休

回 052-753-6017

ロ
名古屋市昭和区桜山町2丁目38-1

11 :30~ 14:30 17:30~20:30月休

回 052-841-6884

門 回円




