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名古屋おみやげ特集名古屋おみやげ特集

297 円(税込) 328 円(税込) 

１箱 2食入  594 円(税込) １箱 2食入  594 円(税込) 

 1 枚 2,200 円(税込) 

5 袋入  540 円(税込) 

１袋 3個入  580 円(税込) 　醤油 / 味噌

550 円(税込) 

ベビースター  380 円(税込) 、 プレッツェル  239 円(税込) 

110 円(税込) 

１箱 6個入  918 円(税込) 

１箱 4食入  820 円(税込) 

2 包入  495 円(税込) 　

5 個入  864 円(税込) 、 8 個入  1,200 円(税込) 
あずき塩バターサンドクッキー

１箱 12枚入  698 円(税込) 
プリントクッキー

名古屋老舗の和菓子屋さんからくすっと笑えるお土産まで栄・大須のエリアにある
お土産をぎゅっと集めました！ぴったりのものがみつかりますように！

440 円(税込) 
ガーゼタオル

990 円(税込) 　　
キーホルダー

 440 円(税込) 
ドアラのなりきりふぇいすぱっく

 940 円(税込)  21 cm / 18 cm 同値段
金のしゃちほこ箸置きセット

720 円(税込) 
刃ハブラシ

5 個入  540 円(税込) 
一口ういろ

１個  350 ～ 550 円(税込) 
マグネット＆キーホルダー

１箱  270 円(税込) 
ういろモナカ

鯱上々　052･888･9998　名古屋市中区三の丸 1-2-3　10:00 ～  名古屋城閉門 30分後まで　　無休 (12/29 ～1/1 のみ休業)　休

休御菓子所　松河屋老舗本店　052･262･0201 　名古屋市中区栄 4-9-27　9:00 ～17:00　　日曜日 (1/1 ～1/3 休業)　

ドラゴンズストアサカエ　052･228･7961 　名古屋市東区東桜 1-11-1 オアシス 21 1F　10:00 ～20:00　　無休 (1/1 のみ休業)休

雀おどり總本店　 052･241･1192　名古屋市中区栄 3-27-15　10:30 ～19:00　　無休 (1/1 のみ休業)休

大須ういろ 本店　 052･201･2000　名古屋市中区大須 2-18-42　10:00 ～18:00　　無休　休

大須おみやげカンパニー　 052･228･0267　名古屋市中区大須 2-18-20　10:00 ～18:00　　水曜日 (但し 2023/1/10 火曜日までは休まず営業)休

休多仲　 052･890･9866　名古屋市中区錦 3-6-15 先  中部電力MIRAI TOWER 3F　10:00 ～19:00　　MIRAI TOWER休館日に準ずる
　

金シャチ横丁・義直ゾーンの正門の近くにある、お土
産屋さん。金のしゃちほこ箸置きセットは、御膳気分
で食事ができそう！いつもよりご飯も豪華に感じられ
るかも！

徳川家康公の家紋入り刃ハブラシセットは旅先に持っ
ていけば、みんなの注目の的に。

ドアラの顔がプリントされたフェイスパックや、キラ
キラしたキーホルダーは、女子受け必至！野球ファン
のみならず、名古屋人から長く愛されているドアラは、
持っているだけでも幸せな気持ちに。

江戸期文久 2年創業老舗の、和菓子屋さんが作った洋
風お菓子は、バター風味のサクサクした生地が美味し
い♡あずきクリームはあっさり甘さ控えめで、塩味が
あるから食べやすく、つい何個も食べられそう。

創業 160 年雀おどりのういろは、良質な国産米粉と自
然な製法にこだわった看板商品。個包装された一口う
いろは、もっちもちの食感！白 · 黒糖 · 小豆 · 栗抹茶 ·
桜の 5種類はコーヒーや緑茶との相性もばっちり。

久屋大通公園にある中部電力MIRAI TOWERのマスコッ
トキャラクター「ウエミーヤ」は常に上向き志向とい
う性格。持っているだけで運気が上昇しちゃうかも！

１箱  648 円(税込) 
ういろのこな

「ういろのこな」からういろをおうちで手作りして、
できたてを味わうスタイルが楽しめる新感覚なお土
産。スイーツ作りが好きな方へのお土産に喜ばれそう。
手作りのアレンジレシピを作って楽しみたい。

モナカ皮にあんとういろをはさんでお召し上がりいた
だくひと口サイズの新しいウイロスタイル。パッケー
ジもかわいい！ 1個単位から販売しているのでばらま
き用にも。名古屋駅の新幹線乗り場の近く「グランド
キヨスク名古屋」他でも販売してます。

名古屋では結構人気だったぴよりんも、藤井聡太五冠
によってその名は全国へ！かわいさいっぱいのぴより
んのスイーツ。ケーキは崩れやすいけれど、このスイー
トクリームはお持ち帰りにピッタリ！

小腹がすいたときにちょうど良い、名古屋めしスナッ
ク。台湾ラーメン発祥が何故名古屋なのか、地元民も
未だ謎ですが、ピリ辛味が癖になりそう。世界の山ちゃ
んの手羽先風味プレッツェルもこの辛さがたまらん。

まさに酒のアテです。スパイシーな手羽先で有名な
「世界の山ちゃん」の “てばさきいか”、老舗三和の
“鶏皮揚げ”。お酒を飲まなくてもついつい口に入れた
くなる旨さ。今日も手が止まらない・・・。

名古屋めしといえばきしめん、味噌煮込うどん ( その
他沢山アリ）。お持ち帰りセットも販売しているので、
これを買って帰れば自宅で名古屋の味を楽しめます。
麺好きにはたまらないお土産になること間違いなし！

自宅で作ってもお店と味が一緒！と人気のスガキヤ
ラーメン、その再現率の高さに驚きです。一度食べる
と癖になる味、そして忘れられないスガキヤの味。友
達にあげても良し。でも自分用にも買って頂きたい。

名古屋の老舗、松屋コーヒーさんのコーヒーが自宅で
も味わえる、ドリップバッグ。大須に位置することか
ら大須みやげとして人気です。カワイイポストカード
に宛先だけ書いて送るのもオツなもの。

手羽先も名古屋めしの一つ。唐揚げもいいけれど、煮
物も結構イケます。酒のつまみにピッタリ！だと思う
のは私だけではないはず。甘辛な味付けも老若男女問
わず楽しんでいただけます。

何を隠そう、このキンキラキンは入浴剤。いかにも名
古屋っぽいところがオススメです。特に小判のバスボ
ムは賄賂っぽくて、ウケ狙いのセンス抜群です。ひょっ
とすると、殿になった気分も味わえるかも（個人差アリ）。

名古屋愛溢れるＴシャツ。デザインはまだまだ他にも
あります。ベタなデザインもあれば、お洒落なものも、
お店にはバラエティ豊富に揃っています。特に漢字が
デザインされているものは外国の方に人気とか。

名古屋訪問の記念にぜひお買い求めいただきたいマグ
ネットとキーホルダー。名勝・名古屋城が人気です。
スタッフも、見ていたら欲しくなってきたとのこと。
あなたの名古屋愛をアピールしてください。
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名古屋城･金シャチ横丁

鯱上々
大須商店街

大須ういろ 本店
栄

雀おどり總本店

栄･中部電力MIRAI TOWER

多仲

地上 90ｍ展望台 スカイデッキ

栄

御菓子所　松河屋老舗本店

栄･オアシス 21

ドラゴンズストア サカエ

大須商店街

大須おみやげカンパニー

休グランドキヨスク名古屋　 052･588･5451 　名古屋市中村区名駅 1-1-4　6:15 ～22:00　　無休 

  600 円(税込) 
記念メダル

大都市名古屋の景色を一望できる
屋内展望台で販売している記念メ
ダルにも「ウエミーヤ」がいます！
【展望台料金】大人 1,300 円 / 子供 800 円

※最終入場は 20 分前までになります。
【平日･日曜】10:00 ～21:00【土曜】10:00 ～21:40

330 円(税込) 
小判型入浴剤

 

休地上 90ｍ展望台 スカイデッキ　 052･971･8546　中部電力MIRAI TOWER内　　MIRAI TOWER休館日に準ずる

てばさきいか 鶏皮揚げ NAGOYA T シャツ

大須珈琲ドリップバッグ

さんわの手羽煮

しゃちのすけ靴下

ポストカード

ぴよりんのおやつ

スガキヤラーメン

金箔入り入浴剤

きしめん 味噌煮込うどん名古屋めしスナック


