
多治見市（３９店舗） 土岐市（１8店舗） 瑞浪市（30店舗）
カフェ　リアン 有限会社　日本料理　鳥安
手打ちうどんと自然薯の店　郁兵衛 （有）なお
新日本料理　神也 ココス瑞浪（みずなみ）店

松正 加登屋食堂 café　菜・美ら心
味信 幸舞亭
大力屋
千古乃岩酒造株式会社 四季の膳　ひさご

イタリア家庭料理の店　ポモドーロ 大廣園 四季の和食処　味由貴壮　
蔵・五平田 パン工房　Trunk いわみ亭
だいどこ やぶれ傘 Cafe.まごころ米て 料理旅館　今井屋
ラ・メール・ブランシュ Café SARAKU 東濃カントリー倶楽部
美濃屋菓子舗 Toki Italian SAI 加登屋食堂
びっくりドンキー　多治見住吉店 曽木のベーカリー　Kattan モスバーガー　瑞浪店
中華亭本店 杏カフェ 中京学院大学内株式会社魚国総本社
中華亭前畑 峠の茶寮　みわ屋 デイリー瑞浪カントリー倶楽部
マザーグース おかわりや 水月館
アルティジャーノ　オリベストリート ゲストハウスゆうなぎ ベーカリー　WAGOU
有限会社　菊水 よし吉 デザイナーズカフェ　アオカフェ
きんぎょ茶屋 鵜舟
OSOZAi+CAFÉ美濃味匠　アスティ多治見店 レストラン　パル
竹亭 さとみ鮨
パティスリー・エ・カフェ　グランディール 創作料理　陸
（有）玉木酒店 COFFEE SHOP Miyako
LIETO café レストラン　マリエ
カフェ　ド　ソレイユ スーパーセンターオークワ瑞浪店
ハチパン 和食ダイニング　さくらや  
生ジュースのcafé 木の実 ときわ食堂
タマノヤ きなぁた瑞浪
カフェ　クローバー 工房みちくさ
NPO法人　Mama's Café あまから
食＆Café右 ゆう
Café　Mama's Plus
輪華
手打うどんやまだ
スーパーセンターオークワ多治見店
あっひるや
ヨシケイ岐阜　多治見営業所
マルナカストアー　
:Organic & natural: まほろば

《その他》

☎ ０５７２－５１－４１７５
〠 土岐市泉町久尻2-15

営 8時ｰ19時

休 火曜日

　「フレイル」とは　加齢に伴い心身の活力が低下し「健康」な状態から「要介護状態」の中間的な段階をいいます。

　早めに気づいて、食事や運動、日常生活を見直すことで、健常な状態に戻ることができる時期でもあります。

☆　３食しっかり食べましょう！　

　　　　　朝食、昼食、夕食を欠かさず食べましょう。

☆　1日2回以上、主食、主菜、副菜を組み合わせて食べましょう！　

　　　　　1日3食のうち、2回以上、主食・主菜・副菜を組み合わせて食べましょう。

☆　いろいろな食品を食べましょう！

　　　　　緑黄色野菜、大豆製品、卵、果物も毎日食べましょう。

　　　　　いろいろな食材を組み合わせて食べる事で、必要な栄養素を

　　　　　まんべんなくとることができます。

　　 ‶たくさんの食材を準備することは、なかなか難しい・・″
　　　　外食で、普段食べない食材を、いつもとは違う調理方法で食べることができると、食事が楽しくなりますね。

　　　　　　フレイル予防の食事のとりかた

カフェリアン

食べて元気に「フレイル」予防

　そのまま放置すると要介護状態になります。

感染症対策のため営業時間や定休日が異なる場合があります。各店舗にお問い合わせの上、ご来店をお願いいたします。

東濃版
土岐市中国料理　中苑

デニーズレストラン　多治見店
天光の湯　御食事処　山ぼうし

アデン・アラビア
ナチュラル＆オーガニック茶寮&ギャラリー　Bio Sai Sai 紅茶専門店　Ｌ・ｉ・Ｎ・Ｄ・Ｅ・Ｎ
うつわとごはん　カフェ温土

「ぎふ食と健康応援店」とは？

外食をしたり、市販の弁当・惣菜な

どを利用する県民の皆さんが、食を通

じて健康な生活が送れるよう、栄養成

分表示や健康情報の提供などに取り組

んでいるお店（飲食店など）のことで

す。

※掲載情報は令和２年１０月現在のものです。

☎ 電話番号

〠 住所

営 営業時間

休 定休日
テイクアウトメニューが
あるお店

バランスメニュー

①～⑤すべてに該当するメニューがあるお店

① 主食・主菜・副菜がそろっている ④ 食塩3ｇ以下

② エネルギー550～850kcal ⑤ 野菜120ｇ以上

③ 脂質エネルギー比20～30％

野菜120ｇ以上使用したメニューがあるお店

１日の野菜摂取目標量３５０ｇの１/３以上の野菜を使った

メニューがあります。

岐阜県東濃保健所

〒５０７-８７０８

多治見市上野町５－６８－１

℡ ０５７２－２３－１１１１

（内線３７８）

岐阜県のホームページにお店の情報を掲載

►PCはこちら↓↓↓ ►スマートフォンはこちら↓↓↓

岐阜県 ぎふ食と健康応援店

穀類、野菜や海草など植物性の材料を使用し、健康な暮ら

しを実現するランチを心をこめてお出しします。

※菜食バランスランチ

土岐市で登録はありません



手打ちうどんと自然薯の店　郁兵衛 《和食》

☎ 0572-57-2961
〠 土岐市下石町378
営 11時ｰ14時（うどんは売り切れでおしまい）

休 火・水・木曜日

新日本料理　神也 《和食》 《和食》 《寿司》

☎ 0572-55-0500 ☎ 0572-57-6868 ☎ 0572-55-5589
〠 土岐市土岐津町土岐口1-1 〠 土岐市下石町890-2 〠 土岐市泉町久尻42-11
営 11時30分ｰ14時、17時ｰ22時（昼、夜ともに予約制） 営 11時ｰ14時、17時ｰ21:30（LO21時） 営 10時ｰ19時（オーダーストップ18時30分）
休 水曜日 休 火曜日（祝日は営業） 休 月曜日（祝祭日は営業）

《総菜》 《その他》 《その他》 《その他》

☎ 0572-54-7366 ☎ ☎ ☎ 0572-57-3886

〠 〠 〠 土岐市泉仲森町1-8-2 〠 土岐市妻木平成町5-15

営 8時ｰ14時 営 　9時ｰ19時 営 月ｰ金　17時ｰL022時30分 営 9時からなくなり次第

休 火曜日 休 　なし 土　16時ｰL02３時30分 休 日曜日、祝日

休

Cafe.まごころ米て
《軽食・喫茶、その他》 《その他》 《その他》

☎ 0572-51-4467 ☎ ☎ ☎ 0572-52-2636

〠 土岐市土岐津町高山85-1　クレールメゾン川南１F 〠 　土岐市泉仲森町1丁目26番地　仲森ビル103号 〠  土岐市肥田浅野笠神町3-61 〠 土岐市曽木町1704-7

営 平日8時30分ｰ17時、土日祝8時ｰ17時 営 　8時-18時 営 　11時30分-15時　17時30分ｰ21時30分　 営 9時-17時

休 木曜日 休 　月曜日 休  月曜日　第3火曜日 休 毎週木曜日　第1、3金曜日

杏カフェ 《その他》 《ラーメン》
ゲストハウス　ゆうなぎ

《その他》

 

☎ 070-5332-4701 ☎ ☎ ☎ 0572-54-3372

〠 土岐市土岐津町土岐口1780-1 〠 　土岐市泉北山町2-13-1 〠 土岐市土岐口南町5-45 〠 土岐市泉町定林寺841-3

営 8時30分-16時30分（LO） 営 　10時-19時 営
平日11時30分ｰ14時30分（LO）

営 チェックイン：16時、チェックアウト：10時

休 日曜日　第2・4水曜日 休 　なし
 土日祝11時30分ｰ14時30分　
17時ｰ21時30分（LO）

休 不定休

休 木曜日　第3水曜日

有限会社　よし吉
《給食施設》

※　「ぎふ食と健康応援店」はみなさまの健康づくりを応援する取り組みをしています。

☎ 0572-57-4435 ≪取組内容はお店により異なります。≫

〠 土岐市下石町1727-7 ご飯の量を、減らしてもらえますか？

営
休 年末年始

最近太ってきたかな？

ちょうどよく

　食べよう！

0572-54-0078 0572-51-5352

栄養成分表示を活用しよう！

峠の茶屋　みわ屋
《和食、うど
ん・そば》 おかわりや

曽木のベーカリー
Kattan

《軽食・喫
茶、その他》

0572-26-9340 0572-55-4068

日　16時ｰL022時30分
なし

Café　SARAKU Toki　Italian SAI

パン工房　Trunk

　0572-59-8014 0572-55-5506

土岐市泉町久尻30-7   土岐市駄知町2177-1

日曜日のみ20時30分まで

大力屋 千古乃岩酒造株式会社 大廣園　土岐本店

感染症対策のため営業時間や定休日が異なる場合があります。各店舗にお問い合わせの上、ご来店をお願いいたします。

　　加登屋食堂 　　味信

伝統的な日本料理を基本に今の時代に

あった新しい日本料理を木、石、水、花を

テーマとした店内で心のおもてなしをご

ゆっくりお楽しみください。

一番人気みそかつ丼、おす

すめはボリューム満点からあ

げ定食、昔懐かし中華そば。

自家炊飯で、手作りにこだわり

おいしく仕上げました。お客様

のご要望お好みに合わせてお

作りします。

ご注文いただいてから

お作りします。だから、

いつもできたて！

創業明治42年の地酒蔵元 日本

の棚田百選「恵那市さかおり棚

田」で作られる減農薬米でお酒を

譲すことによって地域農業の振

興、里山の安全、自然環境の保

護を目指しています。

A4ランク以上の

飛騨牛にこだ

わっています。
小さなお店ですが、夫婦で丁

寧に美味しいパンを焼いて

います。

極上コーヒーと米粉パンの専

門店米粉のクロワッサン「米

ワッサン」が大人気。

モーニング、カフェドリン

クをどうぞ。
契約農家から仕入れた新鮮野

菜をふんだんに取り入れた体

にやさしいお料理を景観の良

い店内でゆっくりお楽しみ下さ

こだわりの焼

き立てパンを、

店内またはテ

ラスで召し上

がれます。

おひとり様からお

子様連れまで

ゆったり過ごして

いただけるナ

チュラルアジアン

カフェです。

野菜たっぷりの

豚骨野菜タンメン

専門店です。豚

骨ですがスープ

はさっぱりしてい

るので、お子様か

らご年配の方ま

で召し上がれま

す。

アットホームな素泊まりお宿です。長期

連泊、貸切等また、レンタルスペース

などもご相談ください。

健康情報提供の店 健康や栄養に関する情報を提供しているお店

国産の素材にこだわった手打

ちのうどん、そばを提供します。

おいしく安くをモットーに！

メニューに栄養成分表示がなされているお店 ご飯に自然薯をかけたとろ

ろご飯とこだわりの手打ち

うどんをご賞味ください。

毎日心を込めて、美味

しさをデリバリー。

容器包装に入れられた加工食品や添加物には、

エネルギー及びたんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム（食塩相当量に換算したもの）等の

栄養成分の含有量が表示されています。

栄養成分表示を活用することによって、エネルギーや栄養素をどのくらい摂取することができるかを知ることができ、

摂取不足や摂りすぎを防ぐことに役立ちます。

例えば

栄養成分表示をみて、あなたにちょうどいいエネルギー

や栄養素の量をとるめやすにしましょう。

★体重の増減は、エネルギーの摂取量と消費量のバランスで決まります。

エネルギー摂取量＝エネルギー消費量：摂取量が消費量と等しいと体重は変わらない

エネルギー摂取量＞エネルギー消費量：摂取量が消費量を上回ると体重は増加 → 肥満

エネルギー摂取量＜エネルギー消費量：消費量が摂取量を上回ると体重は減少 → やせ

お店の方に聞いてみましょう！


