
亀山みそ焼きうどんが食べられるお店 マークは自分で作るお店です。

[所] 関町木崎７１－８
[営] 10：00～20：30
[℡] 0595-96-0568
[休] 日曜日
[Ｐ] 多数[価格] ５５０円ミニライス付
[お店のジャンル]大衆食堂
[コメント]にんにくがよく効いたみそダレ。

[所] 関町木崎５１２
[営] 11:00～19:00
[℡] 0595-97-8377 　
[休] 不定休
[Ｐ]３台　[価格] 紅茶付セット　1300円　紅茶とケーキ付　1600円
[お店のジャンル] 喫茶店　(禁煙)
[コメント] チーズのトッピング 洋風と和風をマッチングが絶品です。

[所] 東御幸町222エコー2階
[営] 10:00～19:00
[℡] 0595-83-0173
[休] 木曜不定休（年30回）
[Ｐ] 多数　　[価格]６５０ 円
[お店のジャンル] 喫茶店
[コメント] まろやかなすじ肉が入っている。

[所] 関町中町521
[営] 8：30～22：30
[℡] 0595-96-0339
[休] 第３火曜
[Ｐ] 8台[価格]鉄板みそ焼うどん定食９８０ 円
[お店のジャンル] レストラン
[コメント] 小鉢とご飯と赤出し付

元祖肉の水炊き　むかい

サガミ亀山店
[所] 東御幸町40-1
[営] 11：00～24：00
[℡] 0595-83-3707
[休] 年中無休
[Ｐ]　３３台　[価格]８８０円
[お店のジャンル] レストラン
[コメント] 秘伝の味噌のピリ辛が絶妙です。

亀山のお土産に　三重県限定販売
　　亀山みそ焼きうどん味のお菓子はいかがですか？

ベビースター亀山みそ焼きうどん味、販売中！
 　　　　　　　　　　販売箇所：ドライブイン等、一部の飲食店、市民のショップ ねこの館

スマホでチャレンジ！
三重県限定版ベビースターをGETしよう！

Facebookでスタンプラリー
詳しくはQRコードで

製造元：（株）おやつカンパニー

Earl Grey

うえだ食堂
[所] 北鹿島町２－１
[営] 11:00-14:00,17:00-20：30
[℡] 0595-82-6007 　
[休] 日曜
[Ｐ] ３０台　　[価格] ６００円
[お店のジャンル] 大衆食堂
[コメント] 独特な甘ピリ辛タレ、器にもこだわり。

亀八食堂
[所] 布気町１７９９
[営] 11:00～(平)22:30,(日･祝) 21:30
[℡] 0595-82-0828 　
[休] 不定休
[Ｐ] 多数  [価格] ８００円位～
[お店のジャンル] 焼肉店
[コメント] 秘伝の特製味噌一筋

京屋
[所] 東丸町５２１－６　
[営] 11:00-14:00,17:00-20:30
[℡] 0595-82-0233 　
[休] 日曜・祝日と土曜の午後
[Ｐ]  ４台　　[価格] ６８０円
[お店のジャンル] 大衆食堂
[コメント] 半熟卵と茄子とキャベツでどうぞ！

モーレツ紅茶　オレンジペコー
[所] 和田町４５８－１
[営] 8:30～19:00
[℡] 0595-82-6818 　
[休] 火曜
[Ｐ] ２０台　　[価格] ６００円
[お店のジャンル] レストラン
[コメント] みその香りが抜群！　もっちりしたうどん。

川森食堂
[所] 関町古厩６６－３
[営] 10:00～22:00
[℡] 0595-96-1376
[休] 日曜
[Ｐ]  ３０台　　[価格] ５００円～
[お店のジャンル] 大衆食堂
[コメント]創業からの、にんにくがよく効いたみそダレ。

みつわ食堂
[所] 御幸町１８４－２
[営] 10:00～19:00
[℡] 0595-82-0153 　
[休] 月・火曜
[Ｐ] 駅前駐車場 [価格] ６００円
[お店のジャンル] 大衆食堂
[コメント] 少し甘めで、野菜たっぷりでヘルシー。

亀山食堂
[所] 小下町１２－３７
[営] ２４時間
[℡] 0595-82-2151
[休] 日曜
[Ｐ] ３０台　　[価格] ７００円
[お店のジャンル] 焼肉店
[コメント] 先代から続く秘伝のタレに甘さと辛味をアレンジ

中国名菜 しらかわ
[所] みずほ台１４－３１８
[営] 11:30-14:00,17:30-21:00
[℡] 0595-83-0397 　
[休] 水曜、日曜の昼（夜は営業）
[Ｐ] ７台　　[価格] （セット）８８０円
[お店のジャンル] 中華料理店
[コメント] 自家製甜面醤が決め手！食べるラー油もどうぞ。

亀とん食堂
[所] 御幸町２９９－２
[営] 11:00～21:30
[℡] 0595-83-0085
[休] 火曜
[Ｐ] １０台　[価格] ６００円～
[お店のジャンル] 焼肉店
[コメント] お好みの肉とうどんを注文。こくのあるみそダレ。

レストラン サツキ
[所] 御幸町２３１
[営] 10:30～22:00
[℡] 0595-82-3331
[休] 木曜
[Ｐ] 数台　　[価格] ８００円
[お店のジャンル] レストラン
[コメント] 豚バラと野菜たっぷり

お食事処 千元（ちもと）

[所] 和田町267-4
[営] 11:30～14:30 17:00-20:30
[℡] 0595-82-0485
[休] 日曜
[Ｐ] １５台　[価格] ６５０円
[お店のジャンル] 大衆食堂
[コメント] 白みそベースの少し細めの麺。

お食事処 伊勢路 レストラン＆ラウンジ クック
[所] 関町古厩５－４
[営] 8:00～19:00
[℡] 0595-96-2198
[休] 木曜
[Ｐ]  ８台　　[価格] ６５０円
[お店のジャンル] 喫茶店
[コメント]女性向きのヘルシーメニュー。

てばや揚げ々 福来呂 (ふくろ）
[所] 東御幸町２６３
[営] 17:00～24:00 
[℡] 0595-82-0296
[休] 火曜
[Ｐ] 多数　　[価格] ５８０円
[お店のジャンル] 居酒屋
[コメント]ホルモン入りで、ネギがたっぷり。

英国紅茶の店
アールグレイ

喫茶　ボンボン

和洋レストラン山石

[所] 東町1-5-12
[営] 11：30～13：30　16：30～22：00
[℡] 0595-82-3344
[休] 第１・第３日曜
[Ｐ] 10台　　[価格] ９８０円
[お店のジャンル] レストラン
[コメント]お肉たっぷりで満足!!

道の駅　関宿
[所] 関町新所674－8
[営]11：00～17：00
[℡] 0595-97-8200　
[休] なし
[Ｐ]　多数[価格]６５０円
[お店のジャンル] 道の駅　軽食コーナー
[コメント]ピリ辛の味噌ダレ、地元食材を活かした具がたっぷり。

国民宿舎 関ロッジ
[所] 関町新所１５７４－１
[営] (食堂)11:00～19:00
[℡] 0595-96-0029
[休] 年中無休
[Ｐ] ６０台　　[価格] ６３０円
[お店のジャンル] ホテル
[コメント] 猪肉入りにピリ辛のみそダレ。

ドライブインあんぜん文化村
[所] 太岡寺町1170
[営] 8：00～20：00
[℡] 0595-83-1234
[休] なし
[Ｐ] 40 台　　[価格]７００ 円
[お店のジャンル] フードコート
[コメント] おみやげもあります（３食いり８８０円タレのみ６００円）

㈱安全亀山ハイウェイオアシス店
[所] 布気町 上り線 亀山ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ館
[営] (ﾌｰﾄﾞｺｰﾄ)9:00～20:00
[℡] 0595-84-4114　
[休] 年中無休　＊一般道からも入れます
[Ｐ]　 多数　　　[価格]　 ６５０円～
[お店のジャンル] パーキングエリア
[コメント] 10種以上の食材をブレンドした味付けです。

名阪関ドライブイン関フードコート
[所] 関町萩原39
[営] 8：00～19：30
[℡] 0595-96-1414
[休] なし
[Ｐ]　多数　　[価格]　５８０円
[お店のジャンル] ドライブイン
[コメント] 実演販売もしており、お持ち帰りもできます。


