
中　華　料　理 　もちたけ 　犬山市犬山北笠屋10-1 　0568-61-1658

　中華料理 池田屋 　犬山市犬山西古券67番地 　0568-61-0672 　山田五平餅店 　犬山市犬山東古券776番地 　0568-61-0593

　嘉禾 　犬山市天神町１丁目17 しろひがし1-109号 　090-6610-5486 　犬山よあけや 　犬山市犬山東古券665 　0568-61-0089

　朋友 　犬山市橋爪西浦12-1 　0568-61-4057 　玉冨久菓舗 　犬山市犬山東古券656 　0568-62-2425

洋　食　中　心 　東屋餅菓子舗 　犬山市犬山東古券688-2 　0568-61-0575

　サンパーク犬山内 レストラン白帝 　犬山市犬山甲塚48-3 　0568-62-7566 　若松屋阡壱 　犬山市犬山南古券186 　0568-61-1001

　フレンチ奥村邸 　犬山市犬山東古券395 　0568-65-2447 　厳骨庵 　犬山市犬山南古券266 　0568-61-2117

　mantovana 　犬山市犬山東古券776-2 　0568-61-8887 　菓匠 千一庵 　犬山市天神町1丁目1番 犬山キャスタ 地下1Ｆ 　0568-61-9338

　ビストロ猫 　犬山市犬山西畑22-3 　0568-61-0534 　菓子屋 Shirushi 　犬山市犬山東古券224-4

　Bistro Sou-Sou 　犬山市天神町1丁目1番 犬山キャスタ 1Ｆ 　0568-62-0041 　髙田屋製菓 　犬山市犬山東古券164番地 　0568-61-1322

和　食　中　心

　寿し会席ふぐ料理 関西 　犬山市羽黒長田19-1 　0568-67-4314

　とんとん亭 　犬山市五郎丸堀端4番地3 　0568-54-1707 そ　の　他

　御食事処 角屋 　犬山市犬山高見町9 　0568-62-3731 　田中商店 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　0568-67-1034

　花のれん 　犬山市塔野地杉の山5-11 　0568-65-1207 　七福亭 あきな 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　0568-62-6662

　日本料理 香月 　犬山市犬山薬師3-6 　0568-61-4673 　地ビール処 巴克斯 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　090-9265-5456

　うなぎの大安 　犬山市羽黒新田米野東24-4 　0568-67-7498 　くるみ家 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　080-5107-6587

　犬山とんかつ 大安 　犬山市羽黒長田37-1 　0568-54-8383 　恋小町だんご ～茶処くらや～ 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　0568-65-6839

　蕎麦処 長江 　犬山市前原橋爪山15-2 　0568-62-7033 　マジパン 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　080-6968-7451

　レストラン大安 　犬山市羽黒新田米野前24-6 　0568-67-6946 　コトブキ物産 うま家 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　090-5623-9159

　豆腐かふぇ 浦嶌 　犬山市犬山東古券726番地2 　0568-27-5678 　優多加 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　090-7040-6588

　町家処 どんでん 　犬山市犬山西古券59 　0568-62-5543 　吾空 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　090-5034-5781

　松の里 　犬山市犬山富士見町11 　0568-61-1464 　夢ノート 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　090-8546-0680

　光寿司 　犬山市犬山西三条46-1 仙田ビル1Ｆ 　0568-62-4184 　伊藤屋 　犬山市犬山西古券60 昭和横丁内 　090-8154-0201

　冨士寿司 　犬山市羽黒堂ケ洞20-87 　0568-67-6103 　甘味処 あっぱれ本舗 　犬山市犬山北古券7 犬山本丸スクエア内 　080-4093-1982

　わせん 犬山店 　犬山市天神町1丁目1番 犬山キャスタ 地下1Ｆ 　0568-54-8178 　うし若丸 本丸店 　犬山市犬山北古券7 犬山本丸スクエア内 　090-8133-2001

　さくら茶屋 　犬山市犬山北古券12-5 　0568-62-7665 　犬山丸福 　犬山市犬山北古券7 犬山本丸スクエア内 　090-2264-7197

　五とう 　犬山市犬山東古券659-2 　0568-40-1227 　肉工房 美乃家 　犬山市犬山北古券7 犬山本丸スクエア内 　058-240-5117

喫　茶　・　軽　食 　かめ乃足。 　犬山市犬山北古券7 犬山本丸スクエア内 　090-5872-3122

　カフェ・プロスペール 犬山店 　犬山市天神町1丁目1番 犬山キャスタ1Ｆ 　0568-61-4564 　入鹿ハチミツ店 　犬山市犬山南古券156 　0568-65-1887

　アンティークカフェ＆バー 河橋 　犬山市犬山南古券16-1 　090-4156-3016 　0568-61-0029

　カフェ ラ､メール 塔野地店 　犬山市塔野地北4-7-2 　0568-61-6606 　焼肉の出芽金 　犬山市羽黒外山野41-4 　0568-67-1029

　手練りこんにゃく 小松屋商店 　犬山市犬山南古券149番地

　飲食店 ことぶき 　犬山市犬山東古券113番地の8 　0568-61-0718 　桂 　犬山市犬山富士見町8 　0568-65-1668

　カフェ ラ､メール 市役所店 　犬山市犬山東畑36 　0568-62-8002 　米の匠 千一庵 　犬山市天神町1丁目1番 犬山キャスタ地下1Ｆ 　0568-48-7011

　コーヒーブレーク コスモ 　丹羽郡扶桑町高雄堂子280-2 　0587-43-1233 　末広商店 　犬山市犬山富士見町15-6 　0568-62-0293

　Inuyama 975 cafe 　犬山市犬山西古券270-1 　0568-54-4890 　焼肉 味楽 　犬山市上野前川田1197-1 　0568-62-8052

　カフェ夢 　犬山市前原向屋敷95-214 　0568-61-3476 　やすらぎ 　犬山市犬山富士見町8番地 　0568-62-6511

　喫茶 とむ 　犬山市羽黒外山野41-4 　0568-67-6070 　鉄板厨房 だるま 　犬山市塔野地南ノ切35-1 　0568-61-7552

　珈琲工房 貴船 　犬山市犬山寺下310 　0568-61-0693 　犬山串処 一千坊 　犬山市犬山東古券673-2 　0568-72-0280

　KARAOKE処居酒屋 きっと 　犬山市塔野地青木10-5 　0568-62-6678 　お食事処 和香菜 　犬山市犬山上坂町5丁目194 　090-5103-2748

　犬山セントラルホテル内 SAKURA 　犬山市犬山高見町13-2 　0568-61-6611 　豆工房コーヒーロースト 犬山店 　犬山市羽黒神明81 　0568-54-2731

　かふぇ＆れすと 茶茶 　犬山市橋爪清水下44-3 　0568-62-3633 　スガキヤ キャスタ犬山店 　犬山市天神町1丁目1番 犬山キャスタ地下1Ｆ   0568-62-8311

　茶亭 椿 　犬山市犬山西古券16 　0568-61-8148 日 本 モ ン キ ー セ ン タ ー　　※入場券購入にグルメチケットはご利用できません。別途入場料が必要です。

　喫茶 アリババ 　犬山市天神町１丁目13-1 しろひがし2-106号 　0568-62-8195  お食事処　楽猿  犬山市犬山官林26 日本モンキーセンター内  090-1567-0550

　イタリア風カフェテラス プチドール 　犬山市犬山南古券201-5 　0568-62-0306 博 物 館 明 治 村 　　　　　　 　 　※入場券購入にグルメチケットはご利用できません。別途入場料が必要です。

　cafe そらまめ 　犬山市塔野地杉ノ山１０－１ 　0568-61-2343  めん処　なごや庵  犬山市内山１番地　博物館明治村内  0568-67-0314

　喫茶 れとろ 　犬山市犬山上坂町3-166 　0568-61-6767  オムライス＆グリル 浪漫亭  犬山市内山１番地　博物館明治村内  0568-67-0314

　ハチカフェ 犬山店 　犬山市犬山富士見町14 エスタシオン犬山1F 　0568-48-8566  食堂楽のカフェ  犬山市内山１番地　博物館明治村内  0568-67-0314

　桜屋菓舗 　犬山市犬山西古券72-1 　0568-61-1537 　　 ※リトルワールドでご利用される場合は、リトルワールド入場窓口にて、

　大野屋 　犬山市犬山南古券166 　0568-61-2100 リトルワールドキャッシュクーポンと引換しご利用ください。

リ ト ル ワ ー ル ド 　　　　　　 　　※入場券購入にグルメチケットはご利用できません。別途入場料が必要です。

和　菓　子　・　ス　イ　ー　ツ 　館内飲食店 全店  犬山市今井成沢90-49  0568-62-5612


