やぐら
醤油味ちゃんこ鍋は地元の醤油
を使った特製ダシで召し上が
れ。他にも碧南唐揚げもありま
す。

2

味匠

ちどり
地元の醸造品、海の幸、旬
の魚と山の幸を使った寿
司と料理をご用意してお
ります。
◀ミニ会席〈雅〉

◀醤油味 ちゃんこ鍋

※お料理の内容は季節により
異なります。

〒447-0075 碧南市立山町3-19-1

TEL.0566-48-8500
営業時間
定休日

3

11：30〜14：00 17：00〜23：00
月曜日・第3火曜日

若乃屋
皮と餡に白しょうゆを入
れ た 蒸 し ま ん じ ゅ う 。白
しょうゆの風味がうま味
を引き立てる。

〒447-0082 碧南市湖西町4-11

TEL.0566-48-1717

4

スカイレストラン

営業時間

11：15〜14：00
17：00〜21：30

定休日

火曜日（月1回不定期に火水連休）

ソレイユ
碧南産白醤油と大アサリ
を丸ごと使用したソレイ
ユオリジナルの和風アク
アパッツァです。
◀三河湾産大アサリの
和風白醤油アクアパッツァ

◀白しょうゆ まんじゅう
〒447-0082 碧南市湖西町3-61

営業時間

TEL.0566-48-1951

5

お菓子の家

定休日

8：00〜19：00
火曜日

アンファンス
ヤマシン白醤油を使用し
たマドレーヌです。新たな
白 醤 油 の 味 わ い 、発 見 で
す。

〒447-0867 碧南市田尻町1-1-9 衣浦グランドホテル13F

TEL.0566-41-7174
（ソレイユ直通）

（O.S13:30）
営業時間 ランチ 11：30〜14：00
ディナー 17：30〜21：00
（O.S20:30）
定休日

年中無休

（貸切やイベント時は異なります）

へきなんはなぜ醸造のまち ?
碧南市は、もともと醸造に適した良質の地下水
に恵まれていました。江戸時代、三河地方で栄え
ていた港（大浜港、鷲塚港）から、多くの醸造製品
が全国各地に運ばれました。また一級河川の矢
作川を利用して、距離が近く、農業が盛んだった

◀白醤油を使った焼き菓子
〒447-0064 碧南市西山町4-51-1

TEL.0566-43-3397

10：00〜20：00

定休日

月曜日

みそ音
当店は麺、味噌正油ダレ自家製、
地元白だしを使ったラーメンも
好評です。

料（米､大豆、小麦）を安定して購入できた事も醸
造業が発展した理由です。

7

たぁぶる
絶品!碧南の醸造品を使っ
たからあげとへきなん焼
きそばはたぁぶるの味。ご
賞味下さい!

〒447-0085 碧南市金山町1-30 APAN21内

TEL.090-2137-5534
営業時間
定休日

ピアゴ 碧南店
「イイこと」プラス。へきな
んの特産品がズラリ!地場
調味料を多数ご用意して
おります。

〒447-0058 碧南市住吉町4-95

TEL.0566-48-2655

9

お好み焼

TEL.0566-41-0375

TEL.0566-41-2441

定休日

毎週月曜日 第2・第4火曜日

営業時間

10：00〜22：00（予約制）

定休日

月曜日（例外あり）

12 エルメート洋菓子店

白醤油を使って焼き上げ
た人参ケーキと白醤油メ
レンゲは、ひと味違った美
味しさです!

営業時間

〒447-0876 碧南市野田町34

TEL.0566-41-2819

13

日本料理

定休日

うどん

営業時間

9：00〜20：00

定休日

月曜日

新実
白だしを使った五目あん
かけうどんは優しい味が
口に広がり心とお腹を満
たしてくれます。

〒447-0026 碧南市三宅町1-82 サンレモン102

TEL.0566-46-9579

16

日本料理

営業時間

11：00〜14：30
（O.S）
17：00〜20：00
（O.S）

定休日

月曜日夜・木曜日

一灯
碧 南 で 醸 す「 白 醤 油 」
（3
蔵）そして「みりん」
（ 4蔵）
を使ったコース料理を提
供します。

碧南の白醤油、ちりめんを
使った白い茶碗蒸しです。
上には白醤油・味淋漬けの
卵黄が載ります。

◀白茶碗蒸し（500円）
〒447-0872 碧南市源氏神明町256

営業時間

TEL.0566-48-0218

定休日

15 大正館 文化会館店

〒447-0874 碧南市作塚町1-16

18

お好み焼

営業時間
定休日

11：30〜14：00
18：00〜21：00
水曜日

好味家
白だし・白しょうゆを合わ
せた和風焼きそばです。大
葉であっさりと食べて頂
けます。

◀へきなん焼そば・お好み焼
〒447-0851 碧南市羽根町1-22

TEL.0566-41-1479

営業時間

平日 11：00〜20：30
土日・祝 11：00〜20：00

定休日

水曜日（月1回不定連休）

11：30〜14：00
17：00〜21：00
水曜日

ジューッとよく焼いたト
ンテキに醤油、味淋の甘辛
さと香ばしさが食欲をそ
そる丼です。
◀トンテキ丼（温泉卵添え）
税込700円

〒447-0872 碧南市源氏神明町4

TEL.0566-42-7923

17

営業時間

10：00〜18：00

定休日

月曜日

松風苑
当店自慢白みそをベース
にした「松風鍋」牛肉との
相 性 も バ ッ チ リ で す 。ぜ
ひご賞味下さい。

◀碧南の白醤油とみりんを
味比べ

TEL.0566-48-7838

木曜日（月1回不定連休）

小伴天

◀白しょうゆを使用した
絶品スイーツ
・白しょうゆ入り人参ケーキ
・白しょうゆメレンゲ
〒447-0871 碧南市向陽町4-77

平日 11：00〜15：00
（O.S 14：30）
17：00〜21：00
（O.S 20：20）
土日・祝 11：00〜21：00
（O.S 20：20）

◀松風鍋ご膳（2,808円）
営業時間 11：30〜14：00

〒447-0875 碧南市善明町2-20

TEL.0566-41-0472

17：00〜21：00

定休日

毎週火曜日・第4水曜日

基本 5 種類、
料理への味は
無限大
ひとことで醤油といって
も5種類あります。目的の
料理に合わせた味付けが
できます。

白

淡口

濃口 再仕込

溜
濃厚さと旨味は
１位です

〒447-0877 碧南市栄町1-32

11：00〜14：00
（O.S）
17：00〜20：30
（O.S）

◀へきなん焼そば

濃厚料理の〆に

年中無休

〒447-0855 碧南市天王町4-2

◀焼きトマトと季節食材の
白やきそば
営業時間

白醤油ベースの碧南市ご
当地焼きそば。中央駅より
徒 歩 1 分 。今 年 で 創 業 7 1
年。

出荷量
ナンバーワン

定休日

「どこにもない味ここの
味」で心もおなかもふっく
ら笑顔に!!

As a h iya

お好み焼

料理上手です

9：00〜21：00

水曜日（月1回不定連休）

懐石料理、各種仕出弁当に
自信を持って提供します。
「ごま豆腐」一度食べて見
て下さい。

11

素材を生かす
のに最適

TEL.0566-42-6311

営業時間

定休日

平日 11：30〜14：00
16：30〜24：00
土日 12：00〜24：00

ふくもとや

◀へきなん地場調味料コーナー
〒447-0855 碧南市天王町2-1

営業時間

だい忠

◀白だし五目あんかけうどん

かも

8

11：00〜15：00 17：00〜21：00
月曜日（祝祭日の場合は翌日）

料理・仕出し

◀ごま豆腐

14

醸

◀絶品 ! からあげと
へきなん焼そば

◀店舗

10

TEL.0566-42-1631

してもいい

6

営業時間

矢作、挙母地方（現在の豊田市）から醸造用の原

碧い海が育てた醸造の街

ちゃんこ

へきなんを 食べ歩き

1

ピアゴ 碧南東店

日吉軒
毎日楽しくお買物ができ
る、身近で心地の良い店。
地元の商品も多数取揃え
ております。

お好み焼き・焼きそば一筋でも
うすぐ50年!日吉軒で碧南の味
をご賞味あれ!
◀碧南の味がギュッとつまった
あんかけ焼きそば

◀各種調味料、揃っています。
〒447-0889 碧南市東浦町6-17

TEL.0566-46-3611

〒447-0846 碧南市中町2-11

営業時間

9：00〜20：00

TEL.0566-41-0322

定休日

年中無休

定休日

九重味淋 株式会社

営業時間

お菓子ハウス

11：00〜19：00
（O.S 18:30）
火曜日

ウエルカム
碧南の特産品である三河
味淋を使ったプリン「みぷ
り ん 」是 非 お 試 し く だ さ
い。

九重味淋の直売所では、本みり
んの他にみりんを使ったスイー
ツなども好評販売中!!

◀日本最古のみりん蔵
◀みりんのぷりん「みぷりん」

〒447-0845 碧南市浜寺町2-11

TEL.0566-41-0708
営業時間
定休日

レストラン

9：00〜17：00
土日・祝

美志ま 衣浦港湾会館店

〒447-0844 碧南市港本町1-7

TEL.0566-42-4869

〒447-0833 碧南市下洲町121

TEL.0566-41-9390

10：00〜19：00

定休日

木曜日

大杉屋製菓
（資）

へきなん産の豆味噌で豚
も つ 、大 根 、人 参 な ど を
じっくり煮込みました。

みりんの照りとコク、たま
り醤油の香り風味を活か
した人気の和菓子。是非と
も食べてみて。

◀どて煮ランチ

◀大杉屋のみたらし団子

営業時間

ランチ時間帯11：00〜13：30

定休日

不定休

山八酒店

〒447-0848 碧南市錦町1-36

TEL.0566-41-0243

営業時間

9：00〜18：00

定休日

月曜日・第4火曜日

えびせん家族

◀碧の里ドレッシング、
その他調味料も扱ってます !

◀白醤油を使用した
たこせんべい醤油味

〒447-0848 碧南市錦町1-46

TEL.0566-41-0066
営業時間
定休日

9：00〜21：00
火曜日

だいどころ
地元三河でとれた新鮮な
しじみと碧南名産の白
しょうゆの絶妙なコラボ
の一品です。

◀三河しじみラーメン

TEL.0566-46-8058

営業時間
定休日

9：00〜21：00

月曜日（祝日の場合は翌日の火曜日）

本店
たこせんべいを看板商品
に海鮮せんべいを多く揃
えています。
お土産・ご贈答にどうぞ。

碧南産野菜が白醤油とコラボし
たら、こんなに美味しいドレッ
シングが生まれましたよ。

〒447-0825 碧南市江口町3-15-3

営業時間

〒447-0838 碧南市権田町2-3

TEL.0566-42-6100

営業時間

9：30〜18：30

定休日

年中無休（元日のみ休み）

