
  ⑫ブルースター★ 
当店考案の味噌揚げパンブルーキーロール、 
１本１本手作りで国産米１００％の米油で高温 
でカリッと揚げたこだわりの味噌揚げパンです。 
ぜひご賞味ください。@Bluestar_kasugai 
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②R&C coffee roastery 
珈琲好きが高じて小さな小さな 

焙煎屋さんを始めました。 
美味しい珈琲を用意してお待ち 
しています。@rabbit_and__cat 

④SOWA CURRY 
小麦粉と化学調味料を使用せず、具材の旨味を引き出し、 
スパイスの香りと共に食べるスパイスカレーを販売。メニュー 

は日替わり３０種類以上。サラサラ軽いが満足感のある、毎日 
食べたくなるカレーを提供します。@Sowacurry116 

⑥sa made cafe 
初めまして！8 月からオープンしました、 
えび専門キッチンカーの sa made cafe です。 

こだわり抜いた当店のえびを是非お試し 
くださいね♫@Sa_made.cafe 

⑩エクラジェラート東海通店 
自社工場で栽培されたいちごを 
ふんだんに使用したジェラート 

です。@Eclat.gelateria 

⑪カフェワゴン soma soma 
天然酵母の自家製ふかふかパンをホットサンドにしました。 
具は、名東区の自然食品店ゾンネガルテンから仕入れた無農 

薬野菜、無添加ソーセージ等を使用した安全・安心なもの 
ばかりを使用しています。@afe_wagon_somasoma 

⑭天保堂 
素材にこだわった唐揚げから、 
チーズハットグまで、ぜひ、 

お召し上がりあれ！ 
@temtako 

㊵ヘルシーフード メグミ 
お値打ちなドライフルーツを 
販売しております。 
 

㊸手作りパスケース 小久保 
手作りのパスケースと 
小物入れです。 

見に来てくださいね。 
プレゼントにも喜ばれます。 

㊻ホマレ産協 
日用品雑貨を取り扱っています。 

㊹平岡製菓 
地産地消のこだわりせんべいです。 

お値打ちなわれせん持っていきます。 

㉑マルヨシ商店 
新鮮な果物や乾物をお値打ち価格にて
販売します。お客様には気軽にぜひ一
度立ち寄り頂き覗いていただけると嬉
しいです。 

㉒かすてら水喜 
ふわふわの焼き立て 
カステラをぜひどうぞ！ 

㉓caro caro 
豊田市加塩町で古民家と農地をお借りして 
米と野菜作りをしています。お米で作った 
日本酒の酒粕で酢を作り、その酢に漬けた 
野菜ピクルスを販売しています。@vegetaberu_carocaro 

①Deli di Compagne 
納屋橋、丸の内などでオフィス 
ランチを提供しています。人気 
のメニューをご用意いたします。 
@Delidicompagne 

㊷なべさん SHOP 
ゲームやるよ 遊びにきてね！ 

老若男女で楽しんでよ! 

駐輪場 

協賛店舗 

ジグゾーパズル専門店 時遊館 

ANA BAR～穴場～ 

REAL SMART SELECTIONS 

beshock 

お好み焼きまつ葉 

ミューズ音楽館 
moikor. やぶ屋 大曽根オズワンビル店 

井上園芸店 和装処 円居 

焼肉 はやしや 

魚民 大曽根駅前店 

近藤海苔店 

時計・宝石・メガネのトミダ 

みなみ園芸 佐野屋 

個別対応指導の螢雪パーソナル大曽根教室 

EARTH 大曽根店 

詳細はこちら 

 ⑦ヒマラヤ 
知多半島に 5 店舗営業して又 

キッチンカーでも営業している 
ヒマラヤです。 
@himaraya_desu 
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⑰東海工業 
1 人キャンプ用の焚火コンロを 
センスよく製作しています。 
オーダー承ります。 
＠diavolo0424 

⑳ワールドプランニング 平松 
「ホクホクの焼き芋」と 
「熱々の肉まん」 

㉔名古屋からはちやさん 
うまいから食べに来て。 

㊶テンコテン 
手作りだよ。来てね。 

クラフトビール 

③とんぼ家 2 号車 
大阪で修業したこだわりの『大阪たこ焼き』 
タコは旨みの強い足だけを使用。生地に味を 
付け､そのままでもお召しが上がり頂けます｡ 
フワッ､トロッ､プリッをお楽しみ下さい！@tonboya_2020 

⑧クレープショップ SARU 大治店 
クレープは新鮮卵と牛乳に焦がしバター 

を練り込み、もちもち食感の生地を使用 
しています。種類豊富なタピオカも各種 
ご用意しております。@kao.saru 

⑤monomoku café 
現地で焼き上げるパイ(アップル､パンプ 

キン､ミート､ベーコンポテト)を販売。 
帆立のクラムチャウダーやポットパイの 
スープも販売します。@monomoku__cafe 

  ⑮banane ナーヌ 
ホットドッグは、知多の石川養豚場直送国産豚 
100%BRIO ソーセージを使用。だし巻きドッグ 

は、受注してからだし巻き玉子を巻き始めるの 
であつあつでふわふわを提供致します。@banane_nane_ 

⑬Lea Lea Shrimp 
ハワイ名物「ガーリックシュリンプ」専門店｡ 
プリプリのエビと､たっぷりのガーリックを使用｡ 

エビの殻は処理済みで手を汚さずに召し上がれ 
ます｡ぜひご賞味ください！@lea_lea_shrimp 

⑨W CAFÉ 

@wcafe_foodtruck

⑯ワンコインで骨盤調節こたろう  
骨盤のズレは万病の元！気になる自分の姿勢 
をチェックし身体の土台となる骨盤を整え､ 
コロナ疲れや免疫力を up!イベント価格で 
是非体験してみて下さい。@dr_kotarou 

⑲サラダランド 
新鮮な物を持っていきます。 

㉕サポート１ 
みたらし団子は 
特製甘辛垂れで、 
五平餅は特製の味噌垂れ。 

㉖セブン 
安くて美味しい 
ボリューム満点の 
醤油ラーメン！！ 

㉘Little Stars 
天然石やチャームや鈴等で、自分だけの 
ヘアクリップを作って見ませんか？ 
お子様から大人の方まで楽しんで頂けます。 
@little.stars9452 

 

 ㉝Boo-Room 
オリジナルしめなわ多数 
あります。 

@michiyo_f.f.g 

㊺黒田農園 
温暖な知多半島で農薬、化学肥料に 
頼らず栽培された旬の農産物を生産者 

自らが直接皆さまにお届けします。 
＠farmerkuroda 

㉗SE プロモーション 
大人気のきしめんです。 
一度たべてみゃあ 

@toku_tv7581 

㉙umiakari 
小さい子から大人まで 
楽しめます。 
@umiakari2020 

㉚さちくる書画教室 
自分で描いく丑年年賀状 

@sachiko701701 

㉛ZAKKA IVY 
美しく、エレガントな美濃焼の器を揃えて折ります。 
素敵な器たちで、食卓に彩りを。お一人でも多くの 
お客様に、美濃焼の良さを知って頂き、お手に取っ 
てご覧頂きたいと思って折ります。＠Zakka_ivy 

 ㉜カラフル雑貨ピクトグラム 
昭和レトロな食器やアクセサリー、80 年代ファンシー 
雑貨、レトロポップなハンドメイドアクセサリーを販売 
しています。当時物のアデリアグラス入荷♥レトロで 
可愛い雑貨たちを是非お楽しみ下さい。@koeda8605 

㊱カジツダイスキ／絢音 
国産の果実の美味しさをたくさんの方 
にひろめていきたいです。添加物を 

ほとんど使用しない昔ながらの和菓子 
を販売致します｡@kajitsudaisuki 

㉞cheese.cake.monster 
北海道産のカマンベールチーズ、クリームチーズ、 

純生クリームを使用しており、カマンベールチーズ 
ケーキ、バスクチーズケーキ、共に濃厚な味わいと 
なっています。@cheese.cake.monster 

㉟Fletmo 
小さなお子様でも安心して召し上がって頂けるシフォン 
ケーキ専門店。新鮮で身体に優しい素材を使用。素材本 
来の味を最大限に引き出すため手間をおしまず、1 個ず 
つ丁寧に仕上げています。@fletmo 

㊲correct 
クラシカルなフランス菓子を中心に「よく 
混ぜる」「しっかり焼く」「丁寧に」等の 

ベーシックな部分を大切にお菓子作りを 
しています。@bon_bon_correct 

㊳G-BA 
愛知県を中心に中部圏の新鮮な青果物 

を取り揃えております。 
産地直送の野菜をお値打ち価格で販売 
いたします。@ygyaoya 

㊴第一丸宮 
創業以来こだわり続けた浅漬けの販売です。 

使用する水、塩、国産原料にこだわり保存料・ 
着色料は使用しない体に優しくて美味しい 
お漬物です。@marumiya_yuko 

⑱SE プロモーション 
クリスマスグッズ、 

正月商品など 
@toku_tv7581 

 

㊼ワンコインで骨盤調節こたろう  
骨盤のズレは万病の元！気になる自分の姿勢 

をチェックし身体の土台となる骨盤を整え､ 
コロナ疲れや免疫力を up!イベント価格で 
是非体験してみて下さい。@dr_kotarou 

美容プラージュ大曽根店 カワチヤ 

AK ゴルフクリニック 
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