
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR穂積駅 弁当市 

 

お品書き 
お
弁
当 

 

お店 商品名 値段 

小槌 中華弁当 1000 

八剣伝 焼き鳥弁当 600 

八剣伝 おつまみ盛り合わせ 1000 

Mam825 日替わり総菜弁当 1000 

あんず園 洋食弁当 1000 

豊住園 季節の炊き込みご飯 300 

みかみ 彩り弁当 1000 

ス
イ
ー
ツ
・
そ
の
他 

あんず園 ミニサラダ 200 

あんず園 オリジナルドレッシング 400 

豊住園 柿パイ 400 

すみれの家 クッキー 200 

すみれの家 ボックスクッキー 200 

すみれの家 ドーナツ 100 

すみれの家 型抜きクッキ― 200 

大安あられ チョコバームクーヘン 300 

OKB 農場 冷やし焼き芋（大） 300 

OKB 農場 干し芋 400 

OKB 農場 ドライ柿 300 

 

お
弁
当 

お店 商品名 値段 

小槌 中華弁当 1000 

八剣伝 焼き鳥弁当 600 

八剣伝 おつまみ盛り合わせ 1000 

Mam825 日替わり総菜弁当 1000 

あんず園 洋食弁当 1000 

豊住園 栗おこわ 400 

みかみ 彩り弁当 1000 

LUFFLE CAFE トンテキ弁当 1000 

LUFFLE CAFE クリスピー弁当 1000 

ス
イ
ー
ツ
・
そ
の
他 

あんず園 ミニサラダ 200 

あんず園 オリジナルドレッシング 400 

豊住園 柿パイ 400 

すみれの家 クッキー 200 

すみれの家 ボックスクッキー 200 

すみれの家 ドーナツ 100 

すみれの家 型抜きクッキー 200 

大安あられ チョコバームクーヘン 300 

OKB 農場 冷やし焼き芋（大） 300 

OKB 農場 干し芋 400 

OKB 農場 ドライ柿 300 

 

お
弁
当 

お店 商品名 値段 

小槌 中華弁当 1000 

八剣伝 焼き鳥弁当 600 

八剣伝 おつまみ盛り合わせ 1000 

Mam825 日替わり総菜弁当 1000 

あんず園 洋食弁当 1000 

豊住園 季節の炊き込みご飯 300 

みかみ 彩り弁当 1000 

LUFFE CAFE トンテキ弁当 1000 

LUFFE CAFE クリスピー弁当 1000 

ス
イ
ー
ツ
・
そ
の
他 

あんず園 ミニサラダ 200 

あんず園 オリジナルドレッシング 400 

豊住園 柿パイ 400 

すみれの家 クッキー 200 

すみれの家 ボックスクッキー 200 

すみれの家 ドーナツ 100 

すみれの家 型抜きクッキー 200 

大安あられ チョコバームクーヘン 300 

OKB 農場 冷やし焼き芋（大） 300 

OKB 農場 干し芋 400 

OKB 農場 ドライ柿 300 

 

10月 20 日（水） 10月 21 日（木） 10月 22 日（金） 

お店情報 

小槌 

【住所】岐阜県瑞穂市田之上 626 
【TEL】058-328-6662 

八剣伝 

【住所】岐阜県瑞穂市只越 1061 
サン・プラスパ内 

【TEL】058-327-5707 

Mam825 あんず園 豊住園 

みかみ LUFFLE CAFE すみれの家 大安あられ OKB 農場 

【TEL】058-326-8304 
【住所】岐阜県瑞穂市穂積 1814-4 

【TEL】058-327-3745 
【住所】岐阜県瑞穂市野白新田 53-7 

【TEL】058-327-3745 【TEL】058-327-9947 

【TEL】058-322-2422 【TEL】058-328-7187 【TEL】070-4176-9563 

【住所】岐阜県瑞穂市宮田 293-2 【住所】岐阜県瑞穂市本田 85-1 

【住所】岐阜県瑞穂市稲里 140-1 【住所】岐阜県瑞穂市古橋 1635-1 【住所】岐阜県瑞穂市稲里 36-1 
【住所】岐阜県大垣市大外羽１丁目 

四季折々の素材からつくられた

創作中華料理のお店です。名物

「小槌のお粥」、地元産の野菜や

岐阜の食材をふんだんに使用し

た彩り豊かなメニューの数々は、

旨みたっぷりでヘルシーです。 

本格炭火焼き鳥店。アットホーム

なサービスと落ち着いた雰囲気

で幅広いお客様に人気です。焼き

鳥を中心に、揚げ物、焼き物、食

事などバリエーション豊かに居

酒屋メニューをラインナップし

た品揃えです。 

無農薬野菜、無添加調味料、無薬

のお肉などを使った安心安全な

季節のお野菜を中心としたヘル

シーで美味しいお惣菜、ランチを

提供しています。 

〇新鮮野菜と自家製ドレッシング。

生パスタがオススメです。 

〇ドレッシングの販売、地方発送も

承ります。 

〇オードブル、テイクアウトも注文

受付中。 

『心地のいい空間で、それぞれの時間

を自由に楽しんでもらいたい。』そん

な思いでオープンしました。みんなで

過ごす楽しいとき、ゆっくり誰かと話

をしたいとき、私たちの時間にはいろ

んな『とき』が存在します。そんな『と

き』を彩る空間を提供します。 

うなぎ・お弁当・ご法事・ご宴会・

おせち季節の食材を取り入れた

お料理を真心こめて手作りでご

提供。ご用命はお電話ください。

内容、価格等の相談はご遠慮な

くお問い合わせください。 

“ほわぁ”“サクサク”の触感が

魅力の食べやすいボックスクッ

キーや、皆さんから愛されてロン

グセールのパウンドケーキとい

った定番人気商品などを販売し

ています。是非ご賞味ください。 

冷めてもおいしいお団子やあら

れ、飲むわらび餅など美味しいお

菓子を販売しています。 

週末には 100 組が訪れる魅力あ

るお店です。基本的にはワンオペ

なので、お時間に余裕をもってご

来店ください。 

瑞穂市のマスコットキャラクタ

ーをモチーフにした可愛い“かき

りんクッキー”や“かきりんタオ

ル”が人気商品です。かきりんク

ッキーは無添加、自家製の富有柿

ジャム入りです。是非ご賞味くだ

さい。 

※商品や価格は仕入れの状況により、変更する場合があります。 

美味しい冷やし焼き芋や干し芋、ドライ柿などを

販売しています。 

是非ご賞味ください。 


