
●乗ってお得！！名松線沿線おもてなし巡り加盟店一覧　【令和2年2月1日時点】
※おもてなし内容は、変更となる場合があります。詳しくは各店舗へお問い合わせ下さい。
№ 店舗名 フリガナ 種別 最寄駅 最寄駅からの距離 郵便番号 住所 電話番号 ファックス番号 定休日 ホームページ 営業時間 おもてなし内容 お店からのひとこと

1 まきの木 マキノキ 飲食店 一志駅 徒歩1.7km 515-2501 津市一志町庄村246 059-293-0966 059-293-0966
水曜日・第一火曜日
（祝日の場合営業　翌
日代休）

http://mieken.ne.jp/sh
op/makinoki/

11：00～14：30（オー
ダーストップ13：45）
17：00～21：00（オー
ダーストップ20：00）

アイスクリームサービス
2名様以上で一志駅まで送迎します。前日までにお電話ください。

　庄屋として隆盛を極めた大正時代の古民家で釜飯や石焼きを
召し上がって頂けます。樹齢600年の槇の木や600坪のお庭（表
庭・中庭・裏庭）を眺めながら贅沢なひとときを過ごしてみません
か？コース料理もございます。

2 梦窓庵 ムソウアン 飲食店 家城駅 徒歩1.3km 515-3134 津市白山町真見59-2 059-262-6622 059-262-6622 水曜日、20日、24日 なし 11：00～14：00 黒豆ジュースプレゼント
　おもてなし巡りの皆様をお迎えする梦窓庵！！一歩中へ入って
頂いた時、あーまた来たい！！と思わせる魔法がいっぱい。お立
ち寄りの際には黒豆ジュースのプレゼントがあります。

3 レストランみその レストランミソノ 飲食店 関ノ宮駅 徒歩0.1km 515-2603 津市白山町川口1013の1 059-262-3414 なし 火曜日 なし
10：00～20：00（オー
ダーストップ／19：30）

メニュー表示価格より20％引
　創業40年、喫茶と洋食のお店です。手作りのメニューと温かい
おもてなしで皆様のお越しを心よりお待ち致しております。

4 お食事処山里 オショクジドコロヤマサト 飲食店
伊勢八知
駅

徒歩0.4km 515-3421 津市美杉町八知5919-1 059-272-0677 059-272-0677 木曜日 なし 11：00～21：00 粗品を進呈
　川魚料理の店として、皆様に愛され25年。このたび、新しく『み
えジビエ』（地元で獲れた猪鹿）を召し上がって頂きたく県から認
定されました。ぜひ美味しいジビエ料理をご賞味下さい。

5 そば処　如月 ソバドコロ　キサラギ 飲食店
伊勢八知
駅

徒歩0.4km 515-3421 津市美杉町八知5392 059-272-0553 059-272-0553
火曜日と第２第４月曜
日

なし
11：00～14：00
17：00～21：00

そばチップ・あげそばサービス
　名松線で伊勢八知駅下車、徒歩7分。当店のいらっしゃい定食
は、野菜を主とした天ぷらと四季折々のごはんがお客様から好評
です。ご来店頂き賞味下さい。お待ち申し上げます。

6 きまぐれ キマグレ 飲食店
伊勢八知
駅

徒歩0.4km 515-3421 津市美杉町八知5393-1 059-272-0918 059-272-1051 月曜日、臨時休業あり なし
11：30～14：00
17：00～23：00

食事をしていただいた方にはひのきの香りをプレゼントします。
　きまぐれの自慢は秘伝のたれに付け込んだボリュームたっぷり
のからあげ定食です。子供から大人まで一番の人気メ
ニュー！！！昼は定食。夜は居酒屋。お気軽にお越しください。

7 やきやき亭浜 ヤキヤキテイハマ 飲食店
伊勢八知
駅

徒歩0.3km 515-3421 津市美杉町八知5502-2 059-272-0356 059-272-0356 不定休（予約制） なし お客様のご都合の時間 粗品進呈
　当店は、美杉ふるさと料理、お弁当（あまごめし、杉茸めし等々）
を提供させていただいております。旬の味が美味です。ご予約制
ですのでよろしくお願いします。

8
古民家カフェ　葉流乃
音

コミンカカフェ　ハルノン 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩0.3km 515-3531 津市美杉町奥津1753 059-261-6801 059-261-6801 火曜日・水曜日 なし
10：00～18：00
（ラストオーダー17：00）

ご飲食の方に粗品を進呈いたします。

　名松線の音をBGMに、たたみの上でお好みの椅子に身をまか
せ、庭を眺めながら、自家焙煎コーヒー、手作りケーキや特製サ
ンドイッチなど、ゆっくりとお楽しみください。ココアやコーヒーゼ
リーなど季節商品もご用意しています。

9 坂本小屋 サカモトコヤ 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩7.4km
川上バス
停下車徒
歩3.0km

515-3532 津市美杉町川上2705-26 059-274-0703 059-274-1011 火曜日

http://www.sakamotog
oya.com/
メールアドレス
info@sakamotogoya.co

11:30～17：00
（ご来店16：00まで）

コース料理（3,000円～5,000円税別）をご予約の方にソフトドリン
ク1本サービスいたします。他のサービスとの併用不可。ご予約
時またはご来店時に必ず「名松線利用」とお伝えください。

　原種あまご料理専門店『坂本小屋』は源流にひっそりとたたず
む本物の隠れ家で限りなく天然に近い絶品の原種あまご料理を
ご堪能いただけます。
　前日までに電話予約（20：00まで予約可）をお願いいたします。

10 有限会社大吉 ユウゲンカイシャ　ダイキチ 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩7.4km
川上バス
停下車徒
歩3.0km

515-3532 津市美杉町川上2591 059-274-0612 059-274-0612
月曜日（休日の場合営
業）

なし 9：00～17：00 伊勢奥津駅から無料送迎
　大自然の中で、アマゴのつかみ取りやマス釣りが楽しめます。
捕った魚はその場で料理にして召し上がれます。楽しさいっぱい
のひとときをお過ごしください。

11 魚末あまごセンター ウオスエアマゴセンター 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩3.7km
川上橋バ
ス停下車
徒歩0.4km

515-3532 津市美杉町川上1300 059-274-0681 059-274-0681 毎週木曜日 なし 9：00～17：00 伊勢奥津駅から無料送迎
　元祖　あまご料理　当店ではあまご料理・釣り堀・つかみどりを
しております。清流と美しい自然に囲まれた野趣豊かな川辺であ
まごの味を存分に賞味していただけます。

12 雪姫亭 ユキヒメテイ 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩5.2km
北畠神社
前バス停
下車すぐ

515-3312 津市美杉町上多気1148 059-275-0389 なし
月曜日（月曜日が祭日
の場合は翌日）

なし 11：00～15：00 食事をしていただいた方に粗品をプレゼント

　伊勢国司北畠氏館跡庭園のある、北畠神社に近くお食事処で
す。田舎ならではの料理を提供しており、お弁当の予約も可能で
す。北畠神社、霧山城址の観光の際に、是非お立ち寄りくださ
い。

13 まねきそば マネキソバ 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩4.7km
小津バス
停下車すぐ

515-3312 津市美杉町上多気362-1 080-3818-6323 なし 毎週水曜日、木曜日 なし 11：00～15：00 日替わりで、おもてなしサービスあり

　運よくも名松線開通と共に大阪から美杉町に越してきて空気と
人の良さに感謝の毎日です。大阪で十年頑張ってきたそばの腕
の冴え、皆様に天下一品のそばを楽しんでいただきたい。
　ご来店の方は、事前にお電話ください。

14 旬のお食事処　みすぎ シュンノオショクジドコロ　ミスギ 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩4.9km
上多気交
差点バス
停下車徒
歩0.3km

515-3312 津市美杉町上多気260-1 059-275-0155 なし 水曜日 なし 11：00～14：00 コーヒーサービス

　四季それぞれの食材を取り入れたお店です。当店は冷凍食材
を使わず、すべて手作りです。特に当店自慢はカリッと中は
ジューシーで、ボリュームのあるカラ揚げです。一度食してくださ
い。

15
スローテンポ　Café
&Bal

スローテンポ　カフェ＆バル 飲食店
伊勢奥津
駅

徒歩1.1km 515-3531 津市美杉町奥津890-4 059-274-0277 なし
木曜日、第３水曜日
（第３週は水・木曜日連
休）

https://www.facebook.
com/slowtempo.cafe.b
al/

11：00～22：00
ランチタイム（11：00～15：00）にお食事をしていただいたお客様
にワンドリンクサービス

　少しだけ忙しい日常から離れて、美杉町のスローテンポな時間
をお楽しみくださいませ。テラス席はワンコOK。不定期ですが
LIVEイベントも開催しております。

16 海苔問屋　丸大大森 ノリトンヤ　マルダイオオモリ お土産
伊勢大井
駅

徒歩0.3km 515-2523 津市一志町井生1438 059-293-0107 059-293-1918 土、日、祝日
http://www.marudaiom
ori.com/

9：00～17：00 税別1,000円以上お買い上げの方に手巻きのりをプレゼント
　地元の伊勢湾で育った一番摘みの海苔はパリッとした食感と旨
みが実感できます。当店では口溶けのよい海苔を厳選し、焼きの
り・味のり・のり佃煮などを製造直売いたしております。

17 株式会社菅尾製茶 カブシキカイシャ　スガオセイチャ お土産
伊勢鎌倉
駅

徒歩2.0km 515-3201 津市美杉町竹原1684
059-272-0201

（代）
059-272-0671 記載なし なし 9：00～18：00 お茶一煎プレゼント

　美しい自然の環境に恵まれ、連なる山々のふもと、空気と水の
おいしい美杉の里、お茶つむ手にまごころこめました。ふくよかな
香りとまろやかな味をお楽しみください。

18 有限会社よこや製茶 ユウゲンカイシャ　ヨコヤセイチャ お土産
伊勢竹原
駅

徒歩2.0km 515-3201 津市美杉町竹原1051 0120-21-3081 なし
毎週日曜日
4月～6月は日曜日営

http://yokoyaseicha.co
m/

9：00～17：00 お茶のサービス
　お茶の栽培、製造、販売全てを自社で行っています。名松線沿
線の美しい茶畑から採れた本物のお茶の味をぜひご賞味下さ

19 合同会社美杉苑 ゴウドウガイシャミスギエン お土産
伊勢竹原
駅

徒歩2.0km 515-3201 津市美杉町竹原4462 059-262-6611 なし
毎週土、日曜日
4月～6月は土、日曜日
営業

なし 9：00～16：00 お茶のサービス
　お茶の栽培に適した美杉町。小規模栽培だからできる丁寧なお
茶づくりをしています。大自然豊かな美杉で出来た本格的なお茶
をぜひご賞味下さい。

20 魚儀 ウオギ お土産
伊勢八知
駅

徒歩0.2km 515-3421 津市美杉町八知5556 059-272-0023 なし 不定休 なし 10：00～15：00 5％OFF
　魚儀と言えばうなぎ！！鰻、たれ、米にこだわった鰻弁当は冷
めてもおいしく、名松線での名所散策やお土産にぴったりです。
お持ち帰りのみでご予約をお願いします。

21
季節料理ちとせ
（坂井田酒店）

キセツリョウリチトセ
（サカイダサケテン）

お土産
伊勢八知
駅

徒歩0.4km 515-3421 津市美杉町八知5449 059-272-0003 059-272-0003 不定休 なし 9：00～20：00 粗品進呈
　四季折々の手作り料理、手作り弁当をお客様に心をこめてお届
けしております。要予約です。味みそ、ゆず、山椒、大葉ほか、坂
井田酒店は地酒ほか各種の酒を販売しております。

22 藤田こんにゃく フジタコンニャク お土産 比津駅 徒歩0.4km 515-3421 津市美杉町八知6909-1 059-274-0781 059-274-0959 日曜日
http://www.fujita529.c
om/

9：00～17：00
お越しの際には事前に
連絡をお願いします。

こんにゃく製品サービス

　生のこんにゃく芋だけを使い、ひとつひとつまごころ込めて手作
業で作っています。美杉に代々伝わるおふくろの味をご堪能くだ
さい。味付けこんにゃく（唐辛子・昆布・山椒）もございます。人気
が高い商品です！！

23 伊勢地製茶 イセジセイチャ お土産
伊勢奥津
駅

徒歩3.0km 515-3533 津市美杉町石名原2406 059-274-0688 059-274-0835 年中無休 なし 8：00～19：00 お茶の試飲、粗品進呈
　当店のお茶は、山深い所で摘み取られたお茶です。よって、日
照時間が少ないので味、香り共まろやかです。山間地特有の高
級な香味を一度ご賞味下さい。

24 峯田麹店 ミネダコウジテン お土産 比津駅 徒歩0.8km 515-3531 津市美杉町奥津369-4 059-274-0311 059-274-0311 不定休 なし 8：00～19：00
みそに使っている自家製の白米１合プレゼント（500円以上お買い
上げの方）

　無添加、本醸造、要冷蔵地域産の米、大豆使用の米みそ、麦
みそ、１年３年仕込しょうゆ（一番シボリ有）わかし直ししても、どろ
つきのない、少量で味の出るさっぱりしたみそ汁をどうぞ。

25 日置製茶工場 ヒオキセイチャコウジョウ お土産
伊勢奥津
駅

徒歩0.6km 515-3532 津市美杉町川上314 059-274-0005 059-274-1007 不定休 なし 9：00～17：00 工場にてお買い上げの方10％引き

　清流雲出川の冷涼地に育まれ、減農薬栽培のみずみずしい茶
葉を丹精込めて仕上げました。
　ふくよかな味と香りをお楽しみください。
　お土産にも好評です。

26 お菓子処おかもと オカシドコロオカモト お土産
伊勢奥津
駅

徒歩3.7km
川上橋バ
ス停下車
徒歩0.4km

515-3532 津市美杉町川上1293-3 059-274-0361 059-274-0365 不定休 なし 8：30～17：30 お茶とお菓子でおもてなし
　当店のおすすめは、美杉の奥山の朝霧に包まれる自家製茶園
にて、香り高い美杉茶を無農薬でつくりました。抹茶と緑茶葉を飴
に炊き上げ、お茶の風味豊かな最中に仕上げました。

27 かわせみ庵 カワセミアン お土産
伊勢奥津
駅

徒歩0.2km 515-3531 津市美杉町奥津1379 090-4083-8550 059-274-0337 月・火・木・金曜日 なし 8：30～15：00 香りプレゼント

　古民家を活用した休憩所です。来店していただいた皆様との
あったかい交流をモットーに営業しています。地域の人達との交
流の場にもなっていて、いつも楽しく井戸端会議をしています。
ゆったりとくつろぎの時間をかわせみ庵で。

28 火の谷ビール工場 ヒノタニビールコウジョウ お土産
伊勢八知
駅

徒歩1.0km 515-3421 津市美杉町八知6121 059-272-1155 059-272-1160
無休（ただし、臨時休業
あり）

http://www.misugi.com
/beer.html

10：00～21：00 火の谷ビール5％OFF（ホテルANNEX売店にて）
　国際ビール品評会入賞や三重の逸品「みえセレクション」にも選
定されている火の谷ビール。火の谷の湧水を使用した絶品ビー
ル、定番・季節限定と常時３～４種類販売。

http://mieken.ne.jp/shop/makinoki/
http://mieken.ne.jp/shop/makinoki/
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https://www.facebook.com/slowtempo.cafe.bal/
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http://www.marudaiomori.com/
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http://yokoyaseicha.com/
http://yokoyaseicha.com/
http://www.fujita529.com/
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http://www.misugi.com/beer.html
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29 道の駅美杉 ミチノエキミスギ お土産
伊勢奥津
駅

徒歩4.9km
上多気交
差点バス
停下車徒
歩0.4km

515-3312 津市美杉町上多気267 059-275-0399 059-275-0399 年中無休
http://www.cbr.mlit.go.j
p/michinoeki/mie/mie
10.html

9：00～17：00 500円以上お買い上げの方に粗品進呈
　人に優しいバリアフリーの純木造建築の道の駅。
店内では、美杉の特産品や木工製品などの販売をしています。
木のぬくもり、木の香り、やすらぎのひとときをお過ごし下さい。

30
津市伊勢奥津駅前観
光案内交流施設

ツシイセオキツエキマエカンコウ
アンナイコウリュウシセツ

観光
伊勢奥津
駅

徒歩0.1km 515-3531 津市美杉町奥津1288-8 059-212-0168 059-212-0168 毎週水曜日、年末年始 なし 9：00～16：00 1,000円以上お買い上げの方に、美杉茶のサービス
　伊勢奥津駅前の観光案内及び休憩所です。無料レンタサイク
ル貸出、お弁当、特産品の販売、手作り品の展示や販売もしてま
すよ。是非お立ち寄りくださいネ！！

31
たろっと（太郎生人）三
国屋

タロットミクニヤ 宿泊
伊勢奥津
駅

徒歩8.3km 515-3536 津市美杉町太郎生2046-1 059-273-0001 059-273-0001

毎週水・木曜日、年末
年始
（4人以上のグループ予
約の場合は、水・木曜
日利用可）

https://mikuniya-
taro.jimdofree.com

10：00～15：00 お食事をしていただいた方にコーヒー１杯サービス
　農家民宿・お食事処「たろっと（太郎生人）三国屋」では太郎生
の魅力を肌で感じられる癒し体験メニューをご用意しております。
のんびり一人旅や家族旅行にぜひご利用ください。

32
火の谷温泉　美杉リ
ゾート　ホテルANNEX

ヒノタニオンセン　ミスギリゾート
ホテルアネックス

宿泊
伊勢八知
駅

徒歩1.0km 515-3421
津市美杉町八知5990
（火の谷温泉　美杉リゾート　ホテ
ルANNEX）

059-272-1155 059-272-1160
無休（ただし、臨時休業
あり）

http://www.misugi.com
/

10：00～21：00 日帰り入浴1,000円（税抜）⇒800円（税抜）

　美肌泉質・火の谷温泉には石けん効果があり、お肌の汚れや
角質を除去すると言われています。森の大露天風呂や美杉材の
寝湯、檜風呂で自然の力も吸収し、身も心も綺麗に♪2019年2月
にオープンしたビールサーバー付生クラフトビール飲み放題客室

http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/mie/mie10.html
http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/mie/mie10.html
http://www.cbr.mlit.go.jp/michinoeki/mie/mie10.html
https://mikuniya-taro.jimdofree.com/
https://mikuniya-taro.jimdofree.com/
http://www.misugi.com/
http://www.misugi.com/

