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①Eyewear shop ami
関のオシャレな眼鏡屋さん。豊富な品揃えは必見。

あなたに似合うメガネあります！！

営業時間 10：00 ～ 20：00　火定休

@neku07
eyewear_shop_ami

⑪虎屋
関心がより豊かになる、美味しくて、楽しい

お菓子を丁寧に作っている和菓子屋さん。

日本刀アイスも購入できます。

営業時間 8:30 ～ 18:30　水定休（最終週は火水）

@seki_toraya

⑥刃物会館
関市の各メーカーのハサミや包丁など刃物が

購入できます。人気の ALLEX ハサミも。

営業時間 9：00 ～ 17：00　定休日なし（年末・元旦を除く）

@allex_japan  （林刃物株式会社【ALLEX】）
hayashi.hamono （林刃物株式会社【ALLEX】）

⑦関サービスエリア
関牛乳ソフトクリームなど、関・岐阜のいろいろ

なお土産を買うならここ。

ここでしか買えない商品も！！？

@sekimilk   （関牛乳）

⑧喫茶・ママンヌ
こだわりインテリアのレトロな喫茶店

営業日は要注意です！

営業時間 9 : 30 ～ 17 : 00　毎月 15 日～ 27 日営業

@kichanmaman  

⑨音楽創庫
石材の倉庫を改造して作られた音楽教室と貸し

ホール。 みかげ石のステージがあります。

演奏会などのイベントも開催しています。

営業時間 10 : 00 ～ 21 : 00　不定休

@selbo7753

②tetsukurite
オリジナルのアイアンインテリアと、関・岐阜

などの素敵なモノづくりをセレクト販売

営業時間 10：00 ～ 17：00　土日祝定休

@tetsukurite
tetsukurite_seki

⑫La Mora
関市で味わえる、本格的なイタリアン

営業時間 11:30 ～ 14:30

　　　　 17:30 ～ 21:30　水第 3木定休

@lucchesenumero1
cuccina.italiana.lamora

⑬ユーカリ
暮らしと道具

どこか懐かしい雰囲気のステキな雑貨店

営業時間 10:00 ～ 17:00　水日定休

yu_kari.keiko

③CAFE ma biche
自家製はフードだけじゃない！手づくりにこだ

わりほんわかカフェ。テイクアウトもOK

営業時間 9 : 00 ～ 19 : 00　日月定休

@cafemabiche
cafe.mabiche

⑩太田屋
丁寧な仕込みで、お漬物やタルタルソースも手作

りしている、おいしいとんかつ屋さん。

営業時間 11: 30 ～ 14 : 00　

                   17:30 ～ 20：30　水第 4木定休

otaya_tonkatsu

④おさかなラボ
学校給食で人気のある魚を中心に、魚の切身や

味付けをした魚を販売しています。

営業時間 9 : 00 ～ 19 : 00　日祝定休

@osakanarabo

⑤関鍛冶伝承館
１月、１０月を除く毎月第１日曜日に日本刀鍛錬

の一般公開。関武将隊の演舞も見られます。

営業時間 9 : 00 ～ 16 : 30　火・祝日の翌日休館

@sekikaji
@gekitou_sakuraE

公式

関武将隊

最新の営業日・営業時間は各店舗の SNS 等でご確認ください

Twitter アカウントを優先でして掲載しているため、掲載店舗で他の SNS

運営をされていても掲載がない場合がございます。

⑭kitchen ひつじや
見た目も美しい、イタリアンとフレンチがミックス

された創作系料理。予約がおすすめです。

営業時間 11:00 ～ 15:00

　　　　17:30 ～ 21:30　月定休

⑮ペイザン
自家製酵母・天然酵母を使ったフランス田舎パン

のお店。材料にこだわったい美味しいパンが食べ

られます。

営業時間 10:00 ～ 19:00　水定休

⑯カフェアダチ
古民家風の建物で楽しむ、自家焙煎コーヒーと

自家製ケーキのお店。ホットサンドもおすすめ

です。

営業時間 8:30 - 18:30　金定休

㉑SO GOOD
オシャレな空間で美味しいランチを楽しめる

人気カフェ。窓からの景色に癒されます。

営業日注意！予約がおすすめです。

営業時間 11:00 - 16:00　火水木営業

⑰トキワ 1921
関市の名店、絶品オムライスのお店。

包まれてるタイプとのってるタイプから選べます。

トロッとふわっと！

営業時間 11:30 ～ 14:30

　　　 　18:00 ～ 22:00　火定休

⑱MINOV
お米を使ったスイーツのお店。

関ぷりんやはもみんケーキなど、関志らしい

スイーツが買えます。

営業時間 10:00 ～ 18:30　火水定休

⑲Kitchen GRATO
焼きとんかつが看板メニューの、本格イタリアン

も楽しめる洋食屋さん。

ランチのデザートもおいしいです。

営業時間 11:30 ～ 14:30

　　　　 17:30 ～ 22:00 　水定休

⑳カフェ茶房・宗休
関善光寺境内にある宿坊体験もできる和カフェ。

カフェ・マビッシュさんの姉妹店。

営業時間 11 : 00 ～ 17 : 00　火第 1水定休

@cafesabousokyu

日本刀アイス
日本刀のカタチをした、見た目も味も超本格的な、

和風アイススィーツ。

関市内に 5店舗ほど販売店があります。

@katanaicecom

飲食物販売・飲食店
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