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まちの人に聞いた美味しいもの

CONTENTSーグルメ特集ー

東栄町ご当地食材特集
自然がはぐくんだおいしさの源

スイーツ＆おやつ特集
「ちょっと一息」カフェタイム

おみやげグルメ特集
ふるさとの味をおすそわけ

制作／東栄町役場（振興課）
TEL／0536-76-0502

 http://www.town.toei.aichi.jp/
制作協力／東栄町観光まちづくり協会

椙山女学園大学 生活科学部 生活環境デザイン学科

観光情報は
こちら！

・掲載内容は令和２年2月現在のものです。内容等予告なく変更となる場合があります。
・掲載されている金額はすべて消費税込みの金額となります。

住所／愛知県北設楽郡東栄町下田軒山13-7

TEL・FAX／0536-76-1780（9：00～17：00 水曜定休）

Mail／touei.machi.kankou@gmail.com

【お問い合わせ】東栄町観光まちづくり協会
東栄町
役場

とうえい
温泉

東栄町観光
まちづくり協会
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至新城市

至豊根村

東栄町のじかん

東栄町
とうえい



日本チェンソーアート
競技大会ＩＮ東栄 星空おんがく祭 東栄フェスティバル

和太鼓「絆」
交流プロジェクト

東栄町から全国に広がった
チェンソーアート。丸太が芸
術作品に変わる様子は圧巻！

星空と森、東栄町の最高
のロケーションの中で行
う音楽祭です。

花祭シーズンのはじまりを
告げる、花祭をダイジェスト
で楽しめるイベントです。

県内の高校和太鼓部が大
集結。東栄から未来に向け
て太鼓を打ち鳴らします。

　愛知県の北東部に位置する東栄町は、みどり豊かな山々に囲まれた自然があふれるまち。また、
はるか昔から受け継がれてきた、国指定重要無形民俗文化財「花祭」など、人々の生活から生まれ
た伝統が息づくまちとしても知られています。
　この「東栄ごはんＢＯＯＫ」では、まちの豊かな自然がはぐくんだ新鮮な食材を使いお店ごとに工夫
をこらした「東栄ごはん」、ちょっと一息つけるスイーツ・おやつ、東栄町ならではのおみやげを紹介し
ます。

東栄町では地域の魅力・特色を活かしたイベントを開催しています。
会場で楽しめるご当地グルメ、おみやげなどもまちの魅力のひとつです。

「星ふる里　花祭の里」
自然とともに生きる伝統が息づくまち東栄町。

グランプリ
を獲得した

自慢の鮎！

全国で一番
美味しい鮎

を競う「清流
めぐり利き

鮎会」でグラ
ンプリを獲得

した振草川
の鮎。

香り高く見た
目も美しい鮎

です♪

東栄町は養鶏業が盛ん！

山の幸を堪能！絶品ジビエ

東栄町の美味しい空気と水ではぐくまれた
安心安全な若鶏肉。柔らかくジューシーです♪

地元の猟師が捕獲した臭みやクセの少ない鹿・猪肉。ヘルシーなのに栄養満点です♪春の恵！山菜料理
東栄町の豊かな自然で育った山菜は、苦みが
少なく旬を感じる味わいです♪

東栄町のイベント

塩焼きも

美味しいよ♪

東栄町の

ご当地食材

鮎

ジビエ
山菜

クセがなくて
食べやすい♪

奥三河のナイアガラ 蔦の渕東栄町

つたのふち

食べ頃
通年

食べ頃
通年

食べ頃
2月～5月

食べ頃
5月中旬
～8月

若鶏

2 3



Gourmet Guide

食べてもらいたい
東栄町の美味しいものを紹介♪
東栄町には美味しいごはん&スイーツがたくさんあります。

お気に入りをぜひ見つけてください♪

まちの人に聞きました

Gourmet

東栄町のご当地食材アイコン

鮎 山菜ジビエ

CONTENTS 東栄町の美味しいものさがし

東栄町のご当地食材特集

まちの飲食店紹介

カフェ＆スイーツ紹介

まちのおみやげ紹介

SNS紹介&宿特集

グルメマップ

P03

P04～P12

P13～P16

P17～P19

P20～P21

P22～P23
※掲載されている金額はすべて消費税込みの金額となります。

鶏肉

千代姫荘
ちよひめそう

おすすめメニュー

自家製こんにゃく！
手作り体験もできます。
★さしみこんにゃく 1玉150円

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町中設楽西向13-3
0536-76-0489
9:00～15:00
水曜日・年末年始●休

　大千瀬川のほとりにある地元のおばちゃん達
が切り盛りする宿。あたたかい雰囲気の中で地元
で採れた野菜や天然鮎、五平餅などの山里ならで
はの美味しいお食事を楽しむことができます。

❶ 季節の食材がふんだんに使われた千代姫セットランチ 1,500円～

❷ 川魚の塩焼き 800円～（6月～10月まで）
❸ 囲炉裏のお部屋で雰囲気抜群です。

1

2 3

古民家ダイナー 月猿虎
こみんかだいなー つきえんこ

　日本人とアメリカ人の夫婦が東栄町に移住し築
90年の古民家を改装しオープンした多国籍・創作
料理のお店。料理好きの夫婦が手掛ける和と洋のオ
リジナルレシピは、メニュー豊富でどれも絶品です。

おすすめメニュー

Tanaが作るアメリカンホームスタイル

★季節のスウィーツ 300円～

東栄町月布川田11-4
0536-76-0303
18：00～23：00／11：00～14：00
月・火・水曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

❶ 錦爽鶏の手羽唐 1本1７0円～

❷ 人気の奥三河ジビエランチ 1,6００円
❸ 築90年の古民家をおしゃれに改装

1
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(ランチは土日祝のみ)
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手打ちそば処 ゆばやし
てうちそばどころ ゆばやし

おすすめメニュー

手作りのふわふわ生地が
美味しい♪
★シフォンケーキ 250円

　地元の人に愛されているお蕎麦屋さん。ご主人
が作る手打ちそばが絶品で、ファンも多いです。ボリ
ューム満点の定食メニューから、つまみに最適な1
品、五平餅など幅広いメニューが揃っています。

東栄町中設楽桜平34-4
0536-78-5433
9:00～18:00
月曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

❶ おおぶりのえびが乗ってこの値段！えび天そば 900円

❷ かつ鍋定食 1,200円
❸ 店内ではお土産品も購入できます。

1
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Gourmet Guide Gourmet Guide

古民家和食 番屋
こみんかわしょく ばんや

おすすめメニュー

店主の目利きで買い付けた
新鮮な魚を使用。

★お刺身盛り合わせ  800円～

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町本郷下前畑33-1
080-1606-0800（0536-29-9333）
昼11:00～14:00/夜18:00～21:00
不定休（木曜日～日曜日）●休

　築約200年の古民家を地元の大工さんと店主
自らが改装。和食を中心とした創作料理を立食
パーティーや食事会など希望に応じて相談でき
る完全予約制のお店。※予約は10名から承ります。

❶ 名物 鶏ステーキ 1,000円

❷ 寿司の盛り合わせ 800円～
❸ レトロな雰囲気の店内。立派なカウンターで食事を楽しめる。
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そば処 茶禅一
そばどころ ちゃぜんいち

　町内で最も標高が高い集落に店を構え、窓から
は雲海やお茶畑の景色を眺めることができます。自
家製粉にこだわったそば粉を使用し、全て手作りの
手打ちそばが食べられる人気のお蕎麦屋さん。

おすすめメニュー

蕎麦の香りが
ダイレクトに楽しめる♪
★そばがきぜんざい 495円

東栄町御園坂場118-10
0536-76-0621
11:00～14:00 ※夜は要予約
水曜日・木曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

❶ 2種類のそばが楽しめる雲上セット 1,595円

❷ 【冬限定】鴨鍋そば 1,650円
❸ 和で統一された落ち着いた雰囲気。
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東 鮨
あずまずし

おすすめメニュー

予算に応じて対応いたします！

★お寿司盛り合わせ(特上)
　一人前 770円～2420円

　地元に愛される本格握り鮨と手打ち麺のお店。
山里では珍しい海鮮をその日のオススメとして握
り鮨で提供しています。美味しい魚介にお酒も進み
ます。予約すると、スムーズにご利用いただけます。

❶ おまかせ握り寿司 770円

※おすすめメニューの写真は六人前の内容になります。 ※テイクアウトの場合は金額が異なります。

❷ 手打ちそば　大 990円　並 550円
❸ 落ち着いた店内。テイクアウトも可能です。座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町本郷森山18-14
0536-76-1766
11：00～21：00
月曜日●休

1
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山のれすとらん さかた
やまのれすとらん さかた

　夫婦で営む和食れすとらん。旬の食材を使用した
季節のお弁当や、人気の定食メニューもあります。川
沿いのテラス席では、風景を眺めながら食事ができ
ます。「東栄産若鶏唐揚げ定食」は、東栄産の錦爽鶏
を独自の製法で外はカリッと中はふんわりジューシ
ーな食感に仕上げた唐揚げで、開店以来根強い人気
を誇るメニューとなっています。おすすめメニューは
「錦爽鶏御膳」。唐揚げをはじめ、炊き込みご飯や焼
き鳥、錦爽鶏胸肉の棒棒鶏のサラダなど東栄産の錦
爽鶏をふんだんに使用したメニューです。

東栄町本郷二タ田25-2
0536-76-1453

火曜日・水曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

❶ 錦爽鶏御膳 2,200円

❷ 東栄産若鶏唐揚げ定食 1,100円
❸ 落ち着いた店内には店主の撮った写真がたくさん。
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11:30～14：00／17：00～22：00
 （L.O21:00）



Gourmet Guide Gourmet Guide

お食事処 やま正
おしょくじどころ やましょう

　地元の人に愛されている老舗の料理屋。昔なが
らの雰囲気を残した店内でいただくこだわりの料
理はどれを食べても間違いなしの美味しさです。
宴会、仕出しも承ります。

❶うな重 時価（お問合せください）

HP：https://www.yamashou-touei.com/

❷ 東栄町産若鶏の唐揚げ定食 1,050円
❸ 鮎料理。夏季限定、要予約で提供します。座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町本郷西万場4
0536-76-0140
11：00～14：00／17：00～20:30
日曜日夜・月曜日●休

おすすめメニュー

冬限定メニュー
体の芯からあたたまります。

★みそ煮込みうどん 1,150円

1
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いろりBar 燈
いろりばー ともしび

　和洋創作料理を提供するバー。大きな囲炉裏を囲
めばお客さん同士の会話も弾みます。4種類のクラ
フトビールをはじめ、100種類以上のドリンクメニュ
ーを食事に合わせて楽しんでいただけます。

おすすめメニュー

その都度変わる「シェフおすすめの
低温調理肉料理」が楽しめます！

★ローストビーフ 980円～

東栄町本郷上岡本3-2
090-4790-7155

不定休●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

❶様々な和洋の創作料理。

❷ 豊富なドリンクメニュー。
❸ 地元出身のシェフが仲間と一緒に空き家を改装した店内。

1
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18:00～25：00（L.O 24:00）／11：30～14：00
（ランチは月火木金のみ）

※Facebook・インスタグラムにてお得な情報を発信中です。(#いろりbar燈) 予約：https://www.hotpepper.jp/strJ001234175/

8 9

東栄町下田和手貝津1-1
0536-76-0046
11:30～21:00
不定休●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

おすすめメニュー

東栄町産若鶏を使った料理も
オススメです。
予約の際にご希望ください。

　川のせせらぎを聞きながらゆっくりとした時間を
過ごすことが出来る築140年の老舗旅館。天然鮎や
ジビエを使い店主が一品一品丁寧に調理をした、東
栄町ならではの料理が楽しめます。

大崎屋旅館
おおさきやりょかん

❶ 振草川の鮎をふんだんに使った鮎御膳 2,500円

❷ 奥三河ジビエ御膳 2,500円
❸ 川のせせらぎを聞きながら落ち着ける空間。
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東宝苑
とうほうえん

おすすめメニュー

しいたけ、鶏肉、里芋、ジャガイモで
作られています。

★しいたけコロッケ 200円

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町下田追分8-1
0536-76-1151
11:00～14:00／17:00～21:00
日曜日・しいたけ狩り期間中は水曜日●休

　豊かな自然を利用した肉厚の原木しいたけ
が楽しめる本格的な焼肉店。品質の良い国産肉
にこだわり、サイドメニューも充実しています。
10月～5月はしいたけ狩りもできます。

❶ ）約予要（ 円002,1 トッセしめ釜けたいし

❷ 焼肉 1人前500円～
❸ 座敷と椅子席どちらか選べます。

1
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と
う

えい温泉の美味しいグル
メ

と
う

えい温泉の美味しいグル
メ

東栄町下田花田21
0536-77-0268
11:00～21:00 （L.O 20:00）
水曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

レストラン華の舞
れすとらんはなのまい

おすすめメニュー

メール会員になると毎週土曜日
入浴者限定で1つ無料！
★ミニソフトクリーム 240円

　「とうえい温泉花まつりの湯」の館内にある食
事処。東栄町の名物東栄チキンを使ったメニュー
や、定食メニュー、五平餅など美味しいお食事を堪
能できます。お食事のみのご利用も可能です。

❶ 一番人気の東栄チキン竜田揚げ定食 1,150円

❷ カツ丼 900円
❸ 日あたりが良く開放感がある店内。
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東栄町下田花田14-1
090-7693-7920
9:30～14:00
水曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

食事処 くら
しょくじどころ くら

おすすめポイント

各メニューの麺類は「うどん」「蕎
麦」「きしめん」の中から好きな
ものをお選びいただけます！

　和食を中心にリーズナブルな価格で、地元で採
れた野菜や季節の旬の食材を使った料理が楽し
めるお店です。お風呂上がりのお食事や、ランチに
ご利用ください。

❶ ナスのあげおろしうどん 750円

❷ うめおろしそば 750円
❸ つけ合わせに小鉢が一品。
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食事茶屋 作太郎
しょくじちゃや  さくたろう

おすすめメニュー

とろとろ卵とひき肉&
デミグラスソース。

★オムライス　　　　800円

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町下田花田14-1
090-7307-3117
9:30～14:00(L.O)
水曜日●休

　2019年2月にとうえい温泉敷地内のふれあ
い交流館に店舗を移転しリニューアルオープン。
地元産のしいたけや鮎などの素材を活かしたメ
ニューが揃っています。

❶ 骨まで食べられる。最後はお茶漬けにしても美味しい鮎丼 1,050円

❷ 肉厚 しいたけフライ 750円
❸ 鶏皮味噌焼き丼 750円
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シルバーかあちゃんの店
しるばーかあちゃんのみせ

おすすめメニュー

「焦げ目がしっかりつくまで～」など
焼き加減の注文もできます！

★五平餅　一本 270円

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町下田花田14-1
090-6764-6961
9:30～16:00
水曜日●休

　明るいおばちゃん達が心を込めて焼く五平餅
の香りに食欲がそそられるお店。甘めのごま味
噌ダレはおばちゃん達自慢の味です。こばらが
空いた時のおやつにオススメです。

❶ 入ってすぐ右手 目の前で五平餅を焼いてくれます。

❷ 夏限定 みつ豆 270円
❸ 味噌ダレがおいしい こんにゃくの田楽

1
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「ちょっと一息」カフェタイム
東栄町の美味しいスイーツ

12 13

レストハウスとうえい
れすとはうすとうえい

おすすめメニュー

カラっと揚がった自慢の天ぷら。

★天ぷら 500円

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町三輪中奈根82
0536-79-3356
9:00～18:30
月曜日（祝日の場合は翌日）●休

　国道151号沿いにある、地元食材を使った料理
が魅力のお店。食材から出汁までこだわり、季節
の食材を取り入れるように心がけられた、丁寧さ
が感じられる優しい味にはファンも多いです。

❶ ボリューム満点でうれしいおすすめ日替わりランチ 1,000円

❷ 【秋限定】麦とろろめし定食 1,200円
❸ レトロな店内はどこか懐かしい雰囲気。
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おすすめメニュー

甘いソフトクリームと
辛いわさびが絶妙なコンビ！？

★わさびソフトクリーム 300円

　新鮮野菜や東栄町の名物東栄チキン、漬物やお
茶など、地元特産品を取り扱うJA直売所。食堂が併
設されており、手作り五平餅、そば、町内産本わさび
がたっぷりのったわさび丼が気軽に食べられます。

東栄町三輪中奈根82
0536-79-3343
直売所9:00 17：00食堂10：00 15：00

水曜日・年始（1月1日～4日）●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

❶ キレイな水で育った甘さと辛さがおいしいわさび丼  500円

❷ 五平餅とそば 700円
❸ 屋台感覚の食堂スペース

JA愛知東東栄直売所
じぇーえーあいちひがしとうえいちょくばいじょ

1
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Gourmet Guide

珈琲ままごと
こーひーままごと

　「地域や地域を訪れる人の拠り所に」と2020年
1月にオープンしたキッチンカーの本格珈琲店。
隣接する旧農協の建物は、珈琲と共にフリースペ
ースとして使用できます。※予約での来店が安心です。

❶ キッチンカーでいれる本格珈琲。 

❷ 旧農協を地元NPOがリノベーションしたフリースペース。
❸ 標高が高く、窓からは自然豊かな景色が楽しめます。座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町御園坂場128-2
090-1232-2605
日の出～日の入り
月曜日～木曜日●休

★自家焙煎珈琲 　　500円

自家焙煎で挽きたての豆を使用し、
１杯だてのハンドドリップで提供。

おすすめメニュー

1

2 3



Cafe Guide Cafe Guide

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町下田三ツ石66
080-3471-8623
10:00～17：00
日曜日～木曜日●休

座敷 送迎 お土産 個室要予約

ピッコロパン屋
ぴっころぱんや

❶ パンは日によって変わります。食パン半斤 150円

❷ あんパン 120円
❸ パンは１2０円から手軽に買うことができます。

　移住したご夫婦が2018年9月にオープンした
ちいさなパン屋さん。手作りのやさしい味が魅力
で着々とファンが増えているお店です。売り切れる
場合もありますので、早めの来店がおすすめです。

おすすめメニュー

素朴な甘みがうれしい♪

★全粒粉パン 120円
1
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Caféのっきぃ
かふぇのっきぃ

　廃校になった小学校の理科室をリニューアルし
た懐かしい雰囲気のカフェ。コーヒーや日替わり
ケーキなどはもちろん、軽食メニューもあり、ゆっ
くり本を読みながらくつろげます。

❶ のっきぃヨーグルトパンケーキ ２6０円

❷ ピタパンサンドセット 620円
❸ 隣には図書室も併設。座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町下田軒山13-7
0536-76-1722
10:00～16:00（土日祝9:00営業）
水曜日・木曜日●休

★日替わりケーキセット 650円

地元の食材を取り入れた
パティシエ手作りのケーキです。

おすすめメニュー

1
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座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町御園坂場118-10
0536-76-1116
11:00～14:00
水曜日・木曜日●休

おもてや園
おもてやえん

❶ 大人気！雲上茶ミルク 825円

❷ ブルーベリーヨーグルト 825円
❸ 店内でお茶の飲み比べもできます。

　無農薬にこだわったお茶屋さん。ペットOKのテ
ラス席からは雲海やお茶畑を眺めることができま
す。ふわふわのかき氷が一年中楽しめると大人気
で、お土産にお茶を買って帰るのもおすすめです。

★だんごセット 300円

おすすめメニュー

自家製のお茶を使ったおだんご。
お茶の香りがたまらない♪

1
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おすすめメニュー

ハンドドリップの
こだわりコーヒーは3種類！

★コーヒー 400円

座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町川角岩下17-1,18番地
090-4163-5477
9:00～17:00 （L.O 16:30）
不定休●休

古民家cafe叶夢
こみんかかふぇかのん

❶ おやつプレート 600円

❷ 豚とろとろカレーライス 700円
❸ キッズルームがあるので子ども連れにもおすすめです。

　営業日が月1～2回という幻の古民家カフェ。
まるで田舎のおばあちゃんの家を思い起こさせ
る立派な古民家は、子ども連れでも楽しめます。
オーナー夫婦の手作りメニューが豊富です。

1

2 3

14 15
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Cafe Guide

喫茶・軽食 より道
きっさ・けいしょく よりみち

　東栄駅を出て道路を挟んだ反対側にあり、駅を利
用する人の憩いの場にしたいという思いから、地元
の人たちで作り上げたお店。ボリュームたっぷりな日
替わり定食や店主自慢のコーヒーが魅力です。

❶ 日替わりメニューのおまかせ定食 600円

❷ かけうどん 500円
❸ いろりと薪ストーブがあり、ほっと心落ち着く店内。座敷 送迎 お土産 個室要予約

東栄町三輪平栗51
0536-79-3676
9:00～17:00/第1・3土曜 ～21：30
日曜日・月曜日●休

★シフォンケーキセット 500円

季節ごとで味がかわる！
オリジナリティ溢れるシフォンケーキ

おすすめメニュー

1
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座敷 送迎 お土産 個室要予約

ちゃちゃカフェ
ちゃちゃかふぇ

　JR飯田線東栄駅の、駅舎の中にあるカフェ。目の

前を通る電車の音を聴きながら、お客様の顔を見

て一杯ずついれる美味しいコーヒーを楽しめます。

地元の方などが手作りしている小物も素敵です。

❶ ケーキセット（お好きなケーキ＋お好きなドリンク） 500円 

❷ ちゃちゃカフェモーニング 400円
❸ 店内では地元の手作り小物が販売されています。

東栄町三輪平栗50-2
0536-76-1220
8:00～17:00
火曜日・水曜日・木曜日●休

★ぜんざい  400円

おすすめメニュー

焼きもち入りであんこが美味しい！
小腹がすいたときにピッタリ 1

2 3

Gourmet Gift

奥三河に伝わる郷土料理 おみやげの定番♪

　愛知県、岐阜県や長野県の山間部に伝わる郷土料理

「五平餅（ごへいもち）」。五平餅とひとくくりにしても、

地域によってタレや形は全く異なります。

　ゴマタレやえごまタレ、味噌タレや醤油タレなど味の

違いを楽しむのも五平餅の面白さのひとつです。形も

地域やお店によって様々で、多くはお団子型やわらじ型

の五平餅になります。「五平餅」という名前の由来にも

定説はなく、五平さんという人物が考案したという説

や、神事でお供えする御幣に似ているからという説な

ど様々な言い伝えがあります。

ゴマの入った甘めの味噌がたっぷ
りかかった五平餅。うどんとのセット
が人気。

甘めゴマ味噌タレ P.10

レストラン 華の舞

ゴマ味噌タレがかかった甘めの五
平餅。他店と比べて小ぶりなので、
おやつにピッタリ

千代姫荘

甘めゴマ味噌タレ P.05

濃い味噌タレがたっぷりかかった五
平餅。店主がひとつひとつ丁寧に
焼き上げます

ゆばやし

味噌タレ 辛め P.05

香ばしく焼き上げた味噌が人気で
昼過ぎには売り切れることもありま
す。予約がおすすめです

シルバーかあちゃんの店

甘めゴマ味噌タレ P.11

ボリューム満点な五平餅は、お昼
ご飯に持ち帰る地元の方がたくさ
んいます。

JA愛知東東栄直売所

味噌タレ 甘め P.12

五平餅
の

食べ比
べ

甘め

ゴマ味噌タレ

味噌タレ

辛め

ゴマの風味が香ばしい味噌ダレ。

味噌の濃い味が楽しめる味噌ダレ。

砂糖たっぷりの甘みの強い味噌ダレ。

比較的甘みの少ない味噌ダレ。

　東栄町の五平餅は、味噌ダレで１本食べれば大満足
なわらじ型です。町内のそれぞれのお店がこだわりの
味付けで販売しています。好みの五平餅を探して食べ
比べをしてみてはいかがでしょうか？

東栄町の名物五平餅！
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【販売】JA直売所、食彩広場
　　　とうえい温泉、maru-kai

生姜小町 常温

金田農園
0536-78-5233

無農薬栽培の生姜パウダーは、
料理やお菓子作りにも使えます。

【販売】東宝苑、JA直売所
　　　食彩広場

しいたけ 冷蔵

乾燥しいたけ 常温

原木で育てられた肉厚でジュ
ーシーと評判のしいたけ・乾燥
しいたけ。

東宝苑
0536-76-1151

P.09

【販売】JA直売所、食彩広場
　　　とうえい温泉

ホラ！ふきのとうさん等 常温

とうえい山菜王国研究会(商工会)
0536-76-0530

山菜でまちを活気づけようと
頑張る町民の皆さんが集まり、
開発した山菜の加工品。

【販売】JA直売所

わさび 冷蔵

山城わさび
090-3556-2938

東栄町の澄んだ空気と水で育
てられた本わさび。

【販売】振草川漁協、JA直売所

振草川の鮎 冷凍

東栄町商工会
0536-76-0530

第20回「清流めぐり利き鮎会」
グランプリ獲得の自慢の逸品。

【販売】JA直売所、食彩広場
　　　とうえい温泉
　　　ファミリーマート（町内）

東栄チキン 冷凍

株式会社 東栄チキン
0536-76-0638

東栄町で飼育された若鶏の味
付肉。長く親しまれてきた味。

唐辛子みそ 常温

焼肉のタレ 常温

地元のおかあさんたちが素材
にこだわって作った優しい味。

【販売】千代姫荘、JA直売所

0536-76-0489
千代姫荘 P.05

【販売】川根園、食彩広場
　　　とうえい温泉

煎茶 常温

川根園
0536-76-0414

有機肥料から自家栽培、自家製
造で仕上げたこだわりの煎茶。

鹿のしぐれ煮 冷蔵

鮎の甘露煮 冷蔵

0536-76-0046

地元の食材を使い店主が丁寧
に仕上げる特産品の味。鹿は臭
みも少なく、鮎は骨まで柔らか
く煮込んであります。

大崎屋旅館 P.09

【販売】大崎屋旅館
　　　JA直売所、maru-kai

【販売】森山酒造、食彩広場
　　　JA直売所
　　　サラダ館マルサ

蜂龍盃 冷蔵

森山酒造
0536-76-0001

300年続く老舗の酒造。昔なが
らの製法で作る東栄の地酒。

雲上茶 常温

標高700mの雲海の里で育て
たお茶を煎茶や和紅茶、ほうじ
茶など様々な味わいで提供。

【販売】おもてや園、食彩広場
　　　とうえい温泉
　　　caféのっきぃ
　　　ｍaru-kai

おもてや園
0536-76-1116

P.15

【販売】JA直売所

手作りご飯もの等 常温

手作りケーキ 常温

小麦くらぶ
0536-76-0130

季節に合わせた温かみのある
お餅や味ご飯、手作りのケーキ。

【販売】ピッコロパン屋
　　　振草郵便局（水曜のみ）

手作りパン 常温

ピッコロパン屋
080-3471-8623

P.14

手作りの優しい味が魅力のパ
ン。パンの種類は日替わり。

【販売】若松屋製菓

和菓子、洋菓子 等 冷蔵

若松屋製菓
0536-76-0160

和菓子、洋菓子の揃う製菓店。
季節のメニューもおすすめ。

魔女のハーブティー 常温

酒粕ハーブクラッカー 常温

Toei good witch project
toeigoodwitchproject
　　　 　@gmail.com

自然栽培で育てたハーブをブ
レンドしたハーブティーと森山
酒造の酒粕を使用した米粉の
ハーブクラッカー。

【販売】とうえい温泉
　　　maru-kai

しいたけ茶 常温

乾燥しいたけ 常温

北設楽福祉支援センター
0536-76-0087

東栄町産のしいたけを使ったミ
ネラル豊富なしいたけ茶。

【販売】ふれあい交流館
　　　JA直売所、とうえい温泉
　　　caféのっきぃ

地元の新鮮野菜 冷蔵

東栄町観光まちづくり協会

農作物直売所

0536-76-1780
P.22~23

東栄町で採れた新鮮な野菜。春
には山菜・筍、夏には色とりどり
の夏野菜。秋～冬には里芋やサ
ツマイモが並びます。

【販売】JA直売所
　　　無人販売所

※販売は東栄町内の販売所になります。

ふるさとの味をおすそわけ
東栄町のおみやげグルメ紹介

Gourmet Gift Gourmet Gift
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「＃東栄ごはん」をつけてグルメの口コミを
投稿しよう！

東栄町観光まちづくり協会Instagramアカウント

東栄町には８つの宿があり、老舗旅館、ゲストハウス、合宿所など
種類も様々。家族や友人との観光、のんびり一人旅、ビジネスなど
目的に合わせてお選びいただけます。

「＃東栄じかん
」では

ごはんの他に様
々な東栄町の

スポットが見ら
れるよ！

SNS Information
いいね！がいっぱい東栄町

SNSで口コミを投稿して

東栄町をもっと盛り上げよう！

＃東栄ごはん　＃カフェ　＃和紅茶
＃手作りデザート

＃東栄ごはん　＃モーニングカフェ　＃東栄駅
＃薪ストーブのあるお店

＃東栄ごはん　＃古民家でいただく
＃6月おすすめメニュー

＃東栄ごはん　＃ディナー　＃ジビエ ＃東栄ごはん　＃BAR　＃ランチ

＃東栄ごはん　＃東栄町　＃てんぷら蕎麦 ＃東栄ごはん　＃しょうが焼き　＃奥三河
＃定食

＃東栄ごはん　＃季節のデザート　＃お土産
＃シュークリーム

LINEFacebook
イベントやお店の
情報など東栄町に
ついて幅広く発信
しております。

コアな東栄町ファン
向けの情報を発信し
ます。個別にトークで
の案内も可能です。

大崎屋旅館
東栄町下田和手貝津1-1

●休 年末年始
0536-76-0046

5,500円～

千代姫荘
東栄町中設楽西向13-3
0536-76-0489
水曜日、年末年始●休
9,800円～

体験型ゲストハウスdanon
東栄町本郷下前畑6-1
0536-76-1860
水曜日●休
6,000円～（夕食分食材込）

とうえい 健康の館
東栄町下田花田22-1
0536-77-2525

●休
シングル 4,890円～

年中無休

3,500円～

風人の郷
東栄町西薗目霜栗23
052-485-3511
年末年始●休

大人3,210円～、 小人2,140円～

スターフォーレスト御園
東栄町御園野地91-1
0536-76-0687
水曜日、年末年始●休

14,300円～（3名～）

奥三河紅葉園
東栄町下田門前23
0536-76-0337
年中無休●休

1,470円～（10名以上～）

東栄グリーンハウス
東栄町本郷大森1
0536-76-1266
年末年始●休

東栄町の宿泊施設

東栄町観光まちづくり協会 公式SNSアカウント

各施設の詳しい情報は
こちらのページをご覧
ください。

観光協会HP
「東栄町のじかん」

宿特集



蔦の渕

まごころ

煮え渕
ポットホール

市
松
浜
至

至新城市

市
松
浜
至

町
楽
設
至

中華料理
金利来

振草渓谷
大千瀬川

至豊根村

至豊根村

至設楽町

151

151

151

473

473

74

お食事処

カフェ＆喫茶

特産品＆お土産

観光スポット

農作物直売所
※内容等一部変更となる場合があります

JR
飯
田
線

東
栄
駅

GS

GS

GS

ちゃちゃカフェ

より道
maru-kaiス

ウ
ハ
ト
ス
レ

い
え
う
と J

東
知
愛
Ａ

所
売
直
栄
東

花祭会館

東栄ドーム

三遠南信
自動車道
東栄インター

信
南
遠
三

道
車
動
自

やま正

いろりBar 燈

千代姫荘古民家ダイナー
月猿虎

東鮨

山のれすとらん
さかた

JA

食彩広場
（スーパー）

東栄町役場

手打ちそば処ゆばやし

ファミリーマート
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とうえい温泉
レストラン華の舞
食事茶屋 作太郎
食事処くら
シルバーかあちゃんの店

中設楽トンネル

駒久保トンネル

新本郷トンネル

市原トンネル

東栄駅北口

本郷

西万場

中設楽

新橋北

明神山柿野登山口

明神山三ツ瀬登山口

スターフォーレスト御園 0 536 -76 - 0 6 87

花祭会館 0 536 -76 -126 6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とうえい温泉 0 536 -7 7- 026 8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

花まつりの舘 0 536 -79 -3787・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

休/月曜日

休/水曜日

休/水曜日

休/水・木曜日

お食事処・カフェ＆喫茶

森山酒造 0 536 -76 - 0 0 01・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

とうえい温泉 0 536 -7 7- 026 8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お茶の川根園 0 536 -76 - 0 414・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

若松屋製菓 0 536 -76 - 016 0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

休/日曜日

うらやま 0 536 -76 -1312・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 不定休

休/水曜日

休/日・水曜日

休/火曜日

maru-ka i 0 536 -76 -1701・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 不定休

特産品・お土産

観光スポット

東鮨
0 536 -76 -176 6

P.06 お食事処 やま正
0 536 -76 - 014 0

P.08

Caféのっきぃ
0 536 -76 -17 2 2

P.14

古民家cafe叶夢
090 -4163-5477

P.15

食事茶屋 作太郎
0 9 0 -73 07-3117

P.10

090 -6764 -6961
シルバーかあちゃんの店 P.11 レストハウスとうえい

0 536 -79 -3356
P.12

大崎屋旅館
0 536 -76 - 0 0 4 6 要予約

P.09

喫茶・軽食より道
0 536 -79 -3676

P.16

レストラン 華の舞
0 536 -7 7- 026 8

P.10

ちゃちゃカフェ
0 536 -76 -12 20

P.16

珈琲ままごと
0 9 0 -1232 -26 0 5

P.13

いろりBar 燈
0 9 0 - 479 0 -7155

P.08

手打ちそば処ゆばやし
0 536 -78 - 5 433

P.05

ピッコロパン屋
080 -3471-8623

P.14

テイクアウトのみ

おもてや園
0 536 -76 -1116

P.15

古民家ダイナー月猿虎
0 536 -76 - 03 03

P.04

JA愛知東東栄直売所
0 536 -79 -3343

P.12

食事処くら
090 -7693-7920

P.11

そば処 茶禅一
0 536 -76 - 0 621

P.07

東宝苑
0 536 -76 -1151

P.09

山のれすとらんさかた
0 536 -76 -1453

P.06古民家和食 番屋
080-1606-0800

P.07

要予約

千代姫荘
0 536 -76 - 0 4 8 9

P.05

要予約

22 23


