
店内のオープンスペースで小田巻を
焼いています。自家製の小豆・白あ
ん・揚げ小田巻の3種類。各地のお酒
や食品も取り揃えています。
■住下川辺942-3
■☎0574-53-2373
■営9:00～20:00（小田巻は～17:00）
■休第1・3水曜 ■P 10台
http://www.odamakiya.jp

すずきさけてん

地図
A-3
1

ようろうけん

お客様に満足していただけるよう、
一つひとつ丁寧に手作り。名物「ふ
るーつ大福」のほか、各種おりじなる
大福、生どらやきなども評判です。
■住下川辺273-1
■☎0574-53-6291
■営9:00～19:00（日祝は～18:00）
■休水曜（祝日は営業） ■P 25台
http://www.yoroken.com

地図
A-3
2

あいさい かい

ふれあい市場は週2日、JA川辺支店の農産物集荷場の一部で開かれる
ものです。その日に収穫された地元の旬野菜がお得な価格で並びます。
加工部では、地元食材を使った季節の炊き込みご飯やお菓子などを作
り、ふれあい市場やイベントなどで販売しています。「懐かしくて優しい味
わい」と町内外に広く人気です。
■住中川辺416 ■☎0574-53-2641
■営水・土曜の7:00～11:00 ■P 20台

地図
B-3
11

てい

お好み焼、焼きそば、もんじゃ、鉄
板焼の専門店です。おすすめのラン
チは、お値打ちでボリューム満点。
ふわふわのお好み焼をどうぞ。
■住中川辺606-17
■☎0574-53-6450
■営11:00～14:00、17:00～21:30
　（土日祝は11:00～21:30）
■休水曜 ■P 8台

地図
B-3
9

1950年代製真空管アンプから流れ
るジャズを聴きながら、ゆったりと
コーヒータイムを。関西風お好みピラ
フは新聞でも紹介された逸品です。
■住中川辺597-2
■☎0574-53-3563
■営7：30～18：00
■休月曜 ■P 10台
http://www.geocities.jp/lansing_jbl1/

地図
B-3
10

県産品愛用推進宣言の店。しいたけ
ブラザーズの原木しいたけなど、こだ
わり食材を用いた、オリジナルソース
とアルデンテが自慢のパスタを提供。
■住中川辺161-1
■☎0574-53-6929
■営7:00～18:00
■休木曜
■P 20台

地図
B-3
7

飛騨牛、豚肉のけんとん、しいたけブ
ラザーズのシイタケなど、地元産の
食材にこだわった丼や定食、単品料
理がそろっています。
■住中川辺63-1
■☎0574-53-2025
■営11:30～L.O.13:30
　17:30～L.O.21:30
■休火曜 ■P 15台

地図
B-4
8

開放感あふれる景色を眺めながら麺
類・定食など、さまざまなメニューが
味わえます。ゴルフ以外でも利用可。
人気はケイチャン定食です。
■住鹿塩1168
■☎0574-53-5500
■営7：00～18：00
■休無休 ■P 100台

地図
C-1
16

自家製の特製味噌で味付けした焼肉
が味わえるお店です。肉の鮮度にこ
だわっています。おすすめメニュー
は、コクのある豚カルビです。
■住上川辺832-1
■☎0574-53-4054
■営11:00～19:00
　（土日祝は11:00～14:00、16:00～19:00）
■休木曜 ■P 15台

らくらく

地図
E-3
21

地元の新鮮食材を使い、単品・セット・
コースまで豊富で、ボリューム満点。
チャーシューメンセット、チャーハン
セットがおすすめです。
■住上川辺287-7
■☎0574-53-6823
■営11：00～L.O.14：20　
　17：00～L.O.23：30
■休無休 ■P 20台

しきこう

地図
E-3
23

ボリューム満点の和定食がお値打
ち。平日11:00～13:30のランチ
には14種のメニューを提供。味噌
カツ定食、天ぷら定食が人気です。
■住比久見764-5
■☎0574-53-2657
■営11：00～L.O.13:30、17：00～20：00
■休水曜・木曜
■P 有

たちばな

地図
C-4
18

川辺町の野菜や特産品などを販売
するアットホームな特産品直売所。
人気は養老軒のふるーつ大福、しい
たけブラザーズのしいたけです。
■住上川辺1691
■☎0574-53-2281
■営9：00～16：00
■休木曜
■P 15台

さとかわみなと

地図
D-3
20

伝統的な製法で、手造り麹を用いて
醸造する昔ながらの酒蔵です。ふく
よかな味わいと香り、コク、旨みの
三年熟成本みりんがおすすめです。
■住中川辺28
■☎0574-53-2508
■営8：30～17：15
■休元日のみ ■P 10台
http://www.hakusenshuzou.jp

はくせんしゅぞう

12
地図
C-3

13

木の質感あふれる落ち着いた空間
で、自家焙煎の煎りたて、挽きたての
コーヒーが味わえます。モーニング
セットや手作りのランチをぜひ。
■住中川辺1481-1
■☎0574-53-4576
■営7：30～17：00
■休土曜午後、不定休
■P 13台

地図
C-4

14

飛騨牛ホルモンが炭火で味わえる
お店。和食料理人歴40年の店主が
作る自家製のたれも自慢です。お昼
は松花堂弁当が評判です。
■住福島730
■☎0574-53-7062
■営11：30～14：00、17：00～22：00
■休月曜
■P 10台

地図
B-5

家具工房併設のカフェで、木の香りや
ぬくもりを満喫できます。毎日焼く
自家製ベーグルやタルト、パイ、ケーキ
は素朴な味わいです。
■住比久見623-4
■☎0574-53-5791
■営9:30～16:00
■休日曜・月曜・祝日 ■P 13台
http://mendorisan.jimdo.com/

地図
C-4
17

自家製麺のうどんやそばで、昔なが
らの味を大切にしています。味噌煮
込みには、水と小麦粉だけで打った
専用麺を使用。定食・丼も豊富です。
■住下麻生6
■☎0574-53-5073
■営11：00～14：30
■休木曜、第1・3金曜
■P 7台

さんぱちや

地図
F-4
27

赤い屋根が目印の和食処。サクッと
柔らかいとんかつ、お肉たっぷりの肉
うどん、TVで紹介された「ボリューム
ぽんずかつ定食」がおすすめです。
■住上川辺303-1
■☎0574-53-4129
■営11:00～14:00、17:00～19:30
■休第2・4水曜（祝日は営業）
■P 20台

てい

地図
E-3
24

嘉永3年創業・築160年の土蔵造り
の酒蔵です。おすすめは「金泉しぼり
たて原酒」など。酒蔵の見学やいろい
ろなタイプの試飲ができます。
■住下麻生2121
■☎0574-53-5007
■営8:00～17:00
■休無休
■P 15台

へいわにしきしゅぞう

地図
F-3
25

寿司がメインになった「なにわラン
チ」、ざるそばと寿司が付く「ざるそ
ば定食」、ざるそばといなりのセット
などがあり、どれも低価格です。
■住上川辺247-6
■☎0574-53-4027
■営11：00～17：00
■休水曜、第3火曜
■P 10台

ずし

地図
E-3
22

モーニング、ボリューム満点のラン
チ、鉄板定食など、手作りの味をそろ
えた喫茶です。窓から景色を眺めな
がらのんびり過ごせます。
■住下麻生2026
■☎090-9170-5885
■営7:00～17:00 ※夜は要予約
■休水曜
■P 有

地図
F-4
28

テレビでも紹介された「季節の膳」
は、女性店主のアイデアがいっぱい。
飛騨への旅やご家族のお祝い等にも
人気です。座席・イス席あり。
■住下麻生567-2
■☎0574-53-6920
■営11：00～14：30（土・日曜は～15：30）
　夜は予約のみ
■休水曜 ■P 25台

しちふくあん

地図
F-5
29

パン生地で具材をくるんだ、まんまる
のパン専門店。毎週土曜日には新作
が登場。パンにチキンライスを卵で
くるんで入れた「オムライス」が人気。
■住西栃井1274-11
■☎0574-42-8991
■営9:00～17:00
■休水曜、第2日曜 ■P 4台
http://marupanba-ba.com/

地図
B-4
4

川辺町の田園風景が目の前に広が
る眺めの良いカフェで、ドッグランも
併設されています。モーニング、ラン
チも楽しめます。
■住西栃井1812-2
■☎090-4443-2212
■営8:00～L.O.15:30
■休水曜、第4日曜 ■P 有
http://www.mashdesign.jp/cafe.html

地図
B-3
3

こーひーや

子どもからお年寄りまでくつろげる
アットホームさ。地元農家の無農薬
野菜を用いるなど、安全・安心なラン
チ、定食、パスタなどが味わえます。
■住中川辺497-12
■☎0574-53-5212
■営6:59～L.O.18:30
■休水曜（祝日の場合は午前のみ営業）
■P 20台

地図
B-3
6

いちごの選果場兼直売所があり、12月
～5月が出荷シーズンです。ぎふク
リーン農業による安全安心な「紅ほっ
ぺ」です。手作りジャムは年中販売。
■住中川辺1710
■☎0574-53-4446
■営10:00～15:00（要問い合わせ）
■休不定休 ■P 3台
http://hiraiwa-strawberry-farm.com/

ひらいわ のうえん

地図
B-4
5

無農薬栽培の新鮮な原木しいたけや
おいしい加工品を直売。「丸ごと椎茸
入り手づくりのしいたけまん」がイチ
押し。しいたけ狩りは要予約。
■住鹿塩983-1
■☎0574-53-4663
■営9:00～12:00、13:00～17:00
■休火曜
■P 10台

地図
C-1
15

古民家を改装した店内で、長野県開
田高原で収穫されたそばの実を自
家製粉した、挽きたて、打ちたて、
茹でたてを提供。ランチもあります。
■住下麻生153
■☎0574-53-6122
■営11:00～15:00
■休水曜・木曜
■P 20台

地図
F-4
26

やまぼうし

明るくアットホームなお店。無煙炭火
なので、安心してご利用いただけま
す。こだわりは塩メニュー。「わさびで
食べる塩カルビ」がおすすめです。
■住中野8-33
■☎0574-53-6033
■営17:30～L.O.21:30
■休火曜・水曜
■P 50台

地図
C-4
19

みらくえん


