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●どのお店からでもスタートできます。
●スタンプ2個で「限定缶バッチ」がもらえます。
●スタンプを全部集めると、もれなく石塚硝子株式会社提供の
　「アデリア TEBINERI HARUIROフリーカップ」がもらえます。
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スタンプ台紙（お店紹介冊
子）を持ってお店へ行きま
しょう！

ランチ注文時にお店の人に
「スタンプラリーです」と言
いましょう！

スタンプラリーの参加特典
である、お店ごとのサービ
スを受けましょう！

会計時にマップのお店番号
の位置にスタンプを押して
もらいましょう！

スタンプ2個で限定缶バッ
チがもらえます。岩倉市役
所1Fで引き換えましょう！

さらにスタンプを全部集め
ると、もれなくアデリアの
フリーカップがもらえます！

各参加店にご来店時は、必ずこ
のスタンプ台紙をご持参くだ
さい。

● 

● 会計時等に、お店ごとのスタン
プを指定箇所に押してもらっ
てください。

● 注文後のスタンプ台紙の提示
は、サービスを受けられない場
合があります。

● スタンプサービスは、ランチタ
イムに限ります。

● どのお店から回ってもOKで
す。

● 特典を受けられるのは、一巡に
つき1店舗1回のみです。

● プレゼントは、岩倉市役所1Ｆ 
岩倉市観光情報ステーション
でもらえます。

● 全店制覇でもれなくアデリア
グラスのフリーカップをプレ
ゼント！！

● 引き換え期間は、イベント期間
中～ 3月19日（木）までの平日
の営業時間内です。

ランチスタンプラリーに参加するにはランチスタンプラリーに参加するには
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スタンプ
どれでも
２コ

【 いわくらランチスタンプラリー７缶バッチ 】
今しかもらえない限定缶バッチをプレゼント！

スタンプ
コンプリート

【 アデリア TEBINERI HARUIROフリーカップ 】
協賛 ： 石塚硝子株式会社

　まちの賑いを作りつつ、市内外に岩倉の魅力を知ってもらおうと毎年開
催している本イベントも、7回目を迎えました。市内飲食店が提供するバラ
エティ豊かなランチを通して、市民のみならず市外近郊からも多くの人に
岩倉市を訪れてもらうことを目指しています。今年も初参加店を含め16店
のランチが勢ぞろいしました。各店舗が自信をもって提供するランチをぜ
ひ楽しんでください。

「いわくらランチスタンプラリー」とは？「いわくらランチスタンプラリー」とは？

協賛企業の紹介協賛企業の紹介

プレゼント紹介プレゼント紹介
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06※料理写真・店舗情報等は取材時のものです。最新内容はお店にご確認ください。 

【ランチ】　10：00 ～ 17：00
【定休日】　日・月曜 （ラリー期間中に変更の予定あり）
【駐車場】　店前3台　第2駐車場7台

【住所】　岩倉市中本町南白山7-6
【TEL】　0587-66-6050

【営業時間】　10：00 ～ 17：00

０３.ポポット 岩倉

スタンプサービススタンプサービス
自家製ジンジャードリンク（450円）

を100円（税抜）で提供

地元の野菜をたっぷり使った選べる
お惣菜とメインを組み合わせた食事
が、営業時間内なら1,000円前後で
楽 し め る。江 南 市 に2号 店 あ り。「う
なぎ茶屋 かつら」は姉妹店。

【ランチ】　11：00 ～ ※ご予約願います。
【定休日】　日・月曜　　【駐車場】　8台
【営業時間】　11：00 ～ ランチなくなり次第終了
　　　　　　17：00 ～ 21：00 ※日曜は夜のみ。第3日曜休

【住所】　岩倉市中本町東葭原32-3
【TEL】　0587-37-2930

０４.和食 純系名古屋コーチン料理 千成

老舗居酒屋割烹のランチは、写真の
刺身付きの日替わり（税込800円）か
ら豚カツ、天婦羅や麺類まで豊富。特
に純系名古屋コーチン料理は、親子
丼や鶏カツなど味も値段もオススメ。

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える
ランチ代50円引券

05 ※ORコードを読み込むと、googleマップが表示されます。

【ランチ】　10：45 ～ 13：00 ※ご予約をお願いします
【定休日】　水・土・日曜・祝日

【住所】　岩倉市東町東市場屋敷128
【TEL】　0587-58-6255

【駐車場】　11台

０１.いいかふぇ

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

ランチ代100円引券

岩倉五条川のほとりにある古民家カ
フェ。月に2回内容が変わる「いい御膳
セット」（税込1,300円・数量限定）は、
ドリンクとデザートが付く。ご飯とお
味噌汁のおかわり自由が嬉しい。

【営業時間】　10：45 ～ 15：00 （ランチ L.O.13：00）

【ランチ】　11：30 ～ 14：00　（L.O.13：30）
【定休日】　水・第3木曜 （祝日は営業）　　【駐車場】　30台
【営業時間】　11：30 ～ 14：00 

【住所】　岩倉市中本町南加路桶19-1
【TEL】　0587-66-3561　0120-20-3561

　　　　　　17：00 ～ 21：00 （L.O.20：45）

０２.和食にわ

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える100円引券

刺身定食(900円)や天ぷら定食(800
円)などの人気定食の他、A･B･Cから選
ぶ日替わり定食（1,000円)もあり。通
常1,500円のコーチン親子丼はランチ
のみ1,300円！（すべて税抜）。



08※料理写真・店舗情報等は取材時のものです。最新内容はお店にご確認ください。 

【ランチ】　月～木曜　11：30 ～ 14：00
　　　　　※ランチメニュー以外は要予約

【定休日】　不定休　　【駐車場】　4台

【住所】　岩倉市本町神明西10
【TEL】　0587-37-0276

【営業時間】　11：30 ～ 22：00

０６.松　月

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

ランチ代10％OFF券

「名古屋コーチン親子丼」(1,000円)か
ら「すきやき膳」(1,980円)など数種類
の名古屋コーチン料理が味わえる。鶏
肉を使わない「松月膳」（1,350円）もあ
る（すべて税抜）。コース料理は予約制。

【ランチ】　11：30 ～ 13：00
【定休日】　土・日曜・祝日
【駐車場】　市役所駐車場

【住所】　岩倉市栄町1-66 岩倉市役所2F
【TEL】　0587-38-3811

【営業時間】　9：00 ～ 17：00

０７.さくらん坊

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

ドリンク代50円引券

岩倉市役所の2階にあるお店。600円
（税込）の日替わりランチがお財布に優
しい。プラス150円でドリンクをセッ
トにできる。テーブル席の他にも、お
子様連れに喜ばれるお座敷席がある。

《幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持つ施設です》

・笑顔いっぱい　おおきくなぁれ　・明るく　つよく　たくましい子
  手を合わせ感謝する人間づくりの第一歩です 

保 育 理 念

・食事は自園方式でおいしいご飯を用意しています
・曽野第二幼稚園の子どもたちといっしょにふれあい遊びます

子どもの庭保育園は・・・

「明るく、つよく、たくましく」 
1.強く、たくましい子　2.よく考えて、行動できる子
3.明るく、のびのびした子　4.自主的に、行動できる子 

教 育 方 針  一時保育あり 

認定こども園

曽 野 第 二 幼 稚 園
こどもの庭保育園

認定こども園　曽野第二幼稚園
TEL:0587-37-1069　〒482-0012岩倉市稲荷町大摩46

認定こども園　こどもの庭保育園
TEL:0587-81-9898　〒482-0012 岩倉市稲荷町大摩45-1

07 ※ORコードを読み込むと、googleマップが表示されます。

【ランチ】　11：30 ～ 14：00
【定休日】　水曜　　【駐車場】　2台 （提携駐車場有）
【営業時間】　11：30 ～ 14：00
　　　　　　17：30 ～ 24：00

【住所】　岩倉市中本町南加路桶9-9
【TEL】　0587-66-8282

０５.KING’S キッチン

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

ランチドリンクサービス券

日替わりの「本日のランチ」は、Aまた
はB （税込880円）が基本。写真はパス
タ『カルボナーラ』。サラダとパンが付
く。プラス100円でコーヒーなどのラ
ンチドリンクをセットにできる。



10※料理写真・店舗情報等は取材時のものです。最新内容はお店にご確認ください。 

【ランチ】　11：00 ～ 14：00
【定休日】　水・第3火曜　　【駐車場】　8台
【営業時間】　11：00 ～ 14：00
　　　　　　17：30 ～ 21：30

【住所】　岩倉市下本町下市場17
【TEL】　0587-37-0476

０９.御食事処 京屋

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

お食事代10％OFF券

刺身や揚げ出し豆腐から茶そば定食
まで、和風の定食（各900円）が充実。
ランチはコーヒーまたは黒糖葛餅が
付 く。直 焚 き の「日 替 わ り 釜 飯 ラ ン
チ」（980円）も人気（すべて税込）。

【営業時間】　10：00 ～ 18：30

【ランチ】　11：30 ～ 13：30 （平日のみ・要予約）
【定休日】　日曜

【住所】　岩倉市栄町2-91 かねまつビル1F
【TEL】　0587-81-6747

【駐車場】　無し

１０.PLATTO HOME CAFE（プラットホームカフェ）

スタンプサービススタンプサービス
スタンプラリー期間中次回から使える

ランチ代100円引券

パスタまたはドリア（エビorカレー）
がソフトドリンク付き700円。ドリン
クはメニューから選べる。期間中はパ
ス タ と ド リ ア が セ ッ ト の「ガ ツ 盛
1,200円」が超おトク！（すべて税込）。

09 ※ORコードを読み込むと、googleマップが表示されます。

【ランチ】　11：00 ～ 14：00
【定休日】　月曜 (祝日時は翌火曜)　【駐車場】　提携駐車場有
【営業時間】　11：00 ～ 16：00 
　　　　　　17：00 ～ 24：00 (日曜のみ23:00まで）

【住所】　岩倉市下本町下市場125-3　YAOHATUビル1Ｆ
【TEL】　0587-38-3720

０８.ダールフルット 岩倉本店

スタンプサービススタンプサービス
ダールフルット岩倉本店と
焼肉ダールフルットの

ディナーで使える10％OFF券

イタリアワイン食堂をコンセプトに、気
軽にワインとイタリア料理を楽しめる。
本日のサービスランチ（1,000円）と本日
のランチコース（1,580円・すべて税抜）
は、メインをパスタやピザなどから選択。

《家庭的でアットホームな雰囲気のもと保育を行います》

・笑顔いっぱい　おおきくなぁれ　・明るく　つよく　たくましい子

  手を合わせ感謝する人間づくりの第一歩です 

保 育 理 念

0歳児専門の保育園です

子育て支援事業として学習支援事業も開催しています

社会福祉法人　曽野福祉会　こどものまち保育園 
TEL:0587-38-6003　〒482-0043 岩倉市本町一丁田 27-2

こどものまち保育園こどものまち保育園

笑顔いっぱい　大きくなぁ～れ



12※料理写真・店舗情報等は取材時のものです。最新内容はお店にご確認ください。 

【ランチ】　11:00 ～ 14:00
【定休日】　月曜　　【駐車場】　7台
【営業時間】　11:00 ～ 14:00
　　　　　　17:00 ～ 21:00

【住所】　岩倉市昭和町1-12-2
【TEL】　0587-38-6722

１３.うなぎ茶屋 かつら

スタンプサービススタンプサービス
自家製ジンジャーほうじ茶を

１杯サービス

備長炭で焼き上げた、うな丼・うな重・
ひつまぶしなどをリーズナブルに提
供。「ミニひつまぶし」（1,800円）に「お
ばんざい」（350円）のセットが人気（す
べて税抜）。「ポポット 岩倉」の姉妹店。

《30名の0歳児から2歳児までのアットホームな保育園です》

・笑顔いっぱい　おおきくなぁれ　・明るく　つよく　たくましい子

  手を合わせ感謝する人間づくりの第一歩です 

保 育 理 念

0 ～ 2歳児の保育園です

社会福祉法人　曽野福祉会　こどもの森保育園
TEL:0587-66-8887　〒482-0003 岩倉市曽野町宮前35

こどもの森保育園こどもの森保育園
笑顔いっぱい　大きくなぁ～れ

11 ※ORコードを読み込むと、googleマップが表示されます。

【ランチ】　11：00 ～ 14：00 （L.O.13：30）
【定休日】　水・第3火曜　　【駐車場】　12台
【営業時間】　11：00 ～ 14：00 

【住所】   岩倉市大地新町1-53
【TEL】　0587-38-2985

　　　　　　18：00 ～ 24：00 ※日曜11：00 ～ 21：00

１２.みっちゃんの店

スタンプサービススタンプサービス
デザートサービス 

ランチは各種ラーメンとライスに、串
カツかウインナー、またはから揚げか
ら1品ずつを選んで700円（税込）から。
ライスの大盛り可。岩倉市のＢ級グル
メ「岩倉やきそば」が食べられる店。

【ランチ】　11：00 ～ 19：00 （L.O.18：30）
【定休日】　木曜
【駐車場】　10台

【住所】　岩倉市下本町下市場111
【TEL】　0587-37-4433

【営業時間】　9：00 ～ 19：00

１１.タイムスリップカフェ OLD WAYS 三丁目の米乃家

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

ランチ代100円引券

昨年8月オープンした岩倉の新スポッ
ト。昭和レトロな店内で、昔懐かしの

「焼きそば」（650円）や「自家製カレー」
（780円）、「お好み焼き」（580円）など
を味わえる（すべて税込）。



14※料理写真・店舗情報等は取材時のものです。最新内容はお店にご確認ください。 

【ランチ】　11：00 ～ 14：00 (L.O.13:30）
【定休日】　月・火曜　　【駐車場】　10台
※ 月曜はカラオケのみ営業 （16：00 ～ 21：00）

【住所】　岩倉市稲荷町羽根8-1
【TEL】　0587-37-4033

【営業時間】　7:30 ～ 14:00 / 16:00 ～ 21:00

１６.喫茶おおすみ

スタンプサービススタンプサービス
その日から使える

ドリンク券プレゼント

みそカツ、からあげ、ハンバーグ、エ
ビフライ、ミンチカツ、一口カツ、コ
ロッケ、魚フライ、焼きそば、焼うど
んが選べて600円。ライス大盛り可。
ドリンク付きは730円（すべて税込）。

・アピタ岩倉店　岩倉市旭町1-25 ・コープいわくら　岩倉市大地新町3-44

・ピアゴ八剱店　岩倉市八剱町長野1-3

※順不同

・バロー岩倉店　岩倉市本町神明西20・ナフコ不二屋岩倉店　岩倉市東新町南江向24-5

・生鮮館やまひこ岩倉店　岩倉市大地町土橋23-1

・トップワン岩倉店　岩倉市川井町天神東40

協力店一覧協力店一覧

営業時間 平日8：30 ～ 17：15　TEL 0587-81-3368
〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66 岩倉市役所1F

岩倉市観光情報ステーション

ホームページ  http://iwakura-kanko.com
レンタサイクル有ります。詳しくはおたずね下さい。

お問い合わせお問い合わせ

13 ※ORコードを読み込むと、googleマップが表示されます。

【ランチ】　11：15 ～ 14：00　（L.O.13：45）
【定休日】　月曜　　【駐車場】　20台
【営業時間】　11：15 ～ 14：00

【住所】　岩倉市川井町村西3
【TEL】　0587-37-6080

　　　　　　17：00 ～ 21：30 （L.O.21：00）

１４.天麩羅の里 天

スタンプサービススタンプサービス
次回から使える

ランチ100円引き券

ランチは715円(税込）から。ご飯の大
盛り自由に加え、定食のご飯には天む
すが付いてくるなどボリューム満点。
名物の「大茶碗蒸し」にビックリ！
※写真はおすすめ定食（税込935円）

【ランチ】　11：00 ～ 15：00
【定休日】　第4金曜
【駐車場】　18台

【住所】　岩倉市川井町折口81
【TEL】　0587-37-2616

【営業時間】　7：30 ～ 17：30

１５.カフェポンテ

スタンプサービススタンプサービス
ラリー参加でランチ代が
900円（税抜）に！

自 慢 の3種 の 週 替 わ り ラ ン チ や レ
ディースランチなどは、スープとサラ
ダにライスまたはクロワッサンが付
いて各1,000円（税抜）。プラス200円
でドリンクまたはデザートが付く。
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