
おうちでGAKIめしっ！ お店一覧
ジャンル 店名 住所1 TEL 価格1

和食 お好み焼 ホタル 大垣市赤坂町1838 71-5086 680円～

和食 鉄板焼 たむら 大垣市高屋町3-40 82-3510 780円～

和食 烏骨鶏本舗 大垣市宮町2-39 76-1717 5,000円

和食 農事組合法人　わごう 直売所 大垣市津村町1-226 74-5573 600円～

和食 揚げもん旨いもん いっしょう大垣店 大垣市林町7-637-1 74-0028 550円(税込）～

和食 OSOZAiバル 美濃味匠 大垣市高屋町1-145 84-7120 1600円～

和食 いずみ庵 大垣市築捨町4-78 89-6888 800円～

和食 おにぎりＣＡＦＥ（ひかり） 大垣市領家町1-76-1 74-1339 130円～

和食 かっぽう 宝 大垣市小泉町6-3 74-3517 1,450円～

和食 カフェレストラン　華ひびき 大垣市上石津町下山2011番地　 090-9716-4860 550円～

和食 クインテッサホテル大垣　レストランあじさい 大垣市宮町1-13 84-3732 800円～

和食 こみゅれす 美濃味匠 大垣市加賀野4-1-20 75-2781 1600円～

和食 そば処　酒井亭 大垣市御殿町1-52 78-3081 700円～

和食 日本料理　天近 大垣市栗屋町39 81-3260 2,360円(税込）

和食 ぴあーのぴあーの 大垣市高砂町1-15 78-0426 1500円～

和食 麦とろ大垣 大垣市長沢町4-16 75-5538 750円～

和食 盛田屋 大垣市東外側町1-24 78-3986 1000円～

和食 駅前さらしな 大垣市高屋町1-8 78-2178 980円（税込）

和食 楽餐 つじ川 大垣市郭町東1-22 84-7733 時価

和食 釜めし きよみず 大垣市本町2-21 78-2784 600円(税込）～

和食 玉子屋本店 大垣市俵町141 78-4551 1,080円(税込)

和食 玉辰楼 大垣市新田町2-95 89-3223 2,160円(税込)～

和食 金森仕出し店 大垣市本今4-43-3 89-8939 1100円

和食 串秀 大垣市中川町1-27-3 74-6686 120円～

和食 五右衛門 大垣市林町10-81 75-5151 680円～

和食 幸味亭 大垣市宮町1-37-1 78-8989 850円～

和食 十六兆 大垣市十六町624 91-1980 1,080円

和食 旬吟　わのわ 大垣市東町4-47-1 73-1500 810円(税込）～

和食 食べ処 飲み処 美膳 大垣市郭町3-29 75-3936 780円～

和食 粋料亭　助六 大垣市高砂町1-20 81-1294 2000円～

和食 川貞商店　本店、東店 大垣市郭町東2-54 78-3439 2450円～

和食 鶴岡屋本店 大垣市久瀬川町2-42 78-3219 880円～

和食 天近別館ちかざわ 大垣市直江町200 81-7771 2,360円(税込）

和食 東京庵 大垣市郭町1-76 78-2613 500円～

和食 銅釜ごはん処　米貞 大垣市長松町1124 91-3270 626円～

和食 奈るみ庵 大垣市本町1-81 090-6099-4450 500円～

和食 肉匠一鉄 大垣市波須2-24-3-2 81-8185 1,000円(税別）

和食 日本料理　禅紫 大垣市築捨町3-130 47-8237 900円～

和食 日本料理 万福 大垣市波須3-11-1 71-9667 2,000円(税別)

和食 味　たかはし 大垣市鶴見町45-2 81-0045 550円～

和食 味彩 やちぐさ 大垣市墨俣町墨俣276 62-5418 1500円(税込）

和食 料亭　四鳥 大垣市東外側町1-15 78-2843 2,700円(税込）

和食 (有)大黒屋食品 大垣市小泉町13 75-1966 586円(税込）

洋食 レッチオアシス 大垣市禾森町6-72 75-5990 各500円

洋食 旬菜居食屋　Oeuf Oeuf 大垣市中ノ江2-22-1 82-0228 950円～

洋食 ステーキ・割烹　一真 大垣市羽衣町2-11 75-2911 2160円～

洋食 ブランチヒロノヤ 大垣市本町1-77 73-9100 5,600円

洋食 満帆 大垣市歩行町2-5 75-2788 1100円～

洋食 洋食 ｍａｉｓ 大垣市領下町2-129-1 84-8751 900円～

洋食 ＣＵＣＩＮＡ 大垣市郭町東2-13 83-1032 850円～

洋食 M a C a r o n i 大垣市鶴見町111-1 84-8700 950円～

洋食 Pigro 大垣市郭町東1-40　鈴乃屋ビル 82-3315 700円(税込)

洋食 オステリア ルビーノ 大垣市上面2-1-1 47-9461 780円～3,000円

洋食 お箸ＩＴＡＬＩＡＮ　ＮＩＣＯＭＯＮＤＯ 大垣市中町98 40-9049 600円～

洋食 パスタハウス　スズヤ 大垣市栗屋町3番地 7-3550 600円(税込)

洋食 ビストロ ヴィータ 大垣市鶴見町288　栄光ﾋﾞﾙ101 75-2112 750円～

洋食 ポンメール 大垣市中ノ江2-6-1 73-2556 1200円～

洋食 大垣フォーラムホテル 大垣市万石2-31 81-4171 900円～

洋食 和モダンフレンチたかはし 大垣市御殿町1-10 78-2510 3,000円

中華 チャングイ 大垣市東外側町2-12 090-4082-9655 700円～

中華 中華料理　西湖 大垣市郭町3-202 73-2900 780円～

中華 中華山本 大垣市大井4-41 89-2341 700円～

中華 四川翔 大垣市中川町3-8-2 82-4002 260円(税込)

中華 麺味 大垣市今宿4-32-1 75-4453 383円～



ジャンル 店名 住所1 TEL 価格1

寿司 ぎふ初寿司 墨俣分店 大垣市墨俣町墨俣1086 62-3982 1048円～

寿司 すし半 大垣市高屋町1-53 78-4916 600円～

寿司 一天張支店 大垣市高砂町1-14 78-9526 700円～

寿司 駅前にしき 大垣市高屋町1-21 78-4615 480円(税込）

寿司 司寿司 大垣市綾野5-125-157 91-3068 1188円～

寿司 寿司吉 大垣市高屋町1-51　OS街 78-5451 1200円～

寿司 寿司万両 静里店 大垣市静里167 090-3254-1580 500円～

寿司 寿司万両 島里店 大垣市島里1-105 080-1603-3051 500円～

寿司 ととや丼丸 大垣市楽田町7-53-1 84-4123 500円～

焼肉 しいたけ園バーベキュー場 大垣市上石津町上多良前ケ瀬入会1-1 45-3128 1500円～

焼肉 やきにく華 大垣市万石町3-63-1　ジョイステージA 090-1238-0071 864円～

焼肉 焼肉ジン 禾森店 大垣市禾森町5-85 84-9999 3980円～

焼肉 焼肉亭 ばりきや 大垣市青墓町2-260-1 91-1129 1500円～

焼肉 飛騨焼肉 ホルモンぼたん 大垣市栗屋町49 71-6029 5990円～

居酒屋 The 銀 大垣市本町1-34 090-4403-7012 600円（税込）

居酒屋 やたい亭 大垣市世安町2-119-4 81-1705 610円～

居酒屋 居酒屋　花子 大垣市新田町2-91-1 89-0875 2,000円(税別)

居酒屋 桜徠 大垣市高砂町1-40　ORCﾋﾞﾙ１F 75-6009 1200円～

居酒屋 寿司居酒屋 海座～SHIZA～ 大垣市郭町2-9-3 73-6001 690円～

居酒屋 熟鮮ダイニング鮮花 大垣市中川町3-86-1 78-2980 150円～

居酒屋 大垣のてっぺん 大垣市室村町2-101-1 090-3305-8423 950円～

居酒屋 鳥匡 大垣市上面2-1-1 77-7770 680円～

居酒屋 鳥巣亭 岐阜県大垣市波須2-131-1 75-4452 150円～

居酒屋 鉄板居酒屋　恵比寿藁家 大垣市高屋町2-9-1 32-0109 500円～

居酒屋 満菜鉄板 猿神 大垣市禾森5-50　アーバンコア禾森1F 81-3556 680円～

居酒屋 和・ダイニング　心音 大垣市高屋町1-48 47-9994 500円～

居酒屋 和伊酒　DEERA 大垣市高屋町4-49　レインボービル1Ｆ 71-7285 500円～

居酒屋 和創味作　家楽 大垣市禾森町5-103 82-6165 820円～

居酒屋 酒食家　木の間 大垣市郭町1-101-1 74-6710 500円～

居酒屋 和菜台所　がぶや 大垣市禾森町5-75番地　馬渕ﾋﾞﾙ1 47-9998 980円～

居酒屋 藁焼き炉端　がぶや大垣駅前店 大垣市高屋町3-1 47-9992 980円～

カフェ・スイーツ・パン BAKERY TSUKIAKARI 大垣市築捨町3-89-1 51-0698 1290円～

カフェ・スイーツ・パン Cafe Laughing 大垣市三津屋町4-72-2 84-3339 550円～

カフェ・スイーツ・パン ＣＡＦＥ ＭＡＲＵＫＡＮ 大垣市墨俣町墨俣451 090-6593-7545 550円～

カフェ・スイーツ・パン cafeあめんぼ 大垣市上石津町上多良前ケ瀬入会1-1 090-6474-4790 450円～

カフェ・スイーツ・パン ECHO（喫茶エコー） 大垣市林町5-23-2 74-3081 550円～

カフェ・スイーツ・パン すいぎょく園　喫茶すいぎょく 大垣市桐ケ崎町31 78-3275 250円～

カフェ・スイーツ・パン マーブルカフェ 大垣市熊野町4-112　メゾンﾄﾞ佐久間1F 91-8688 500円～

カフェ・スイーツ・パン ロワ・エ・レーヌ 大垣市青墓町1-119-2 93-0633 158円(税込）

カフェ・スイーツ・パン 喫茶　サンパウロ 大垣市高砂町2-9 78-5630 600円

カフェ・スイーツ・パン 喫茶緑 大垣市東前1-19-3 81-7462 550円～

カフェ・スイーツ・パン 五島珈琲工房 デイズ 大垣市旭町2-2　ドラッグユタカ旭町店敷地内 75-0715 850円～

カフェ・スイーツ・パン 風地蔵 大垣市馬場町85 090-6588-0155 550円

カフェ・スイーツ・パン 珈琲専門店　亜蛮忠留（アバンチュール） 大垣市新田町3-6 89-5008 700円

その他 スイトタクシー 大垣市旭町3-11 78-7155

その他 ムトウさかや 大垣市高砂町1-31 78-2879

その他 芭蕉庵 大垣市船町2-26-1　奥の細道むすびの地記念館内 78-3334




