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主催：港まちづくり協議会　℡：052-654-8911
運営：みなとイルミナート2013 実行委員会
　　　えた～なる・すまいる、（株）シネマ雄、甚目寺観音てづくり朝市、（有）創園、築地口商店街振興組合、西築地学区連絡協議会、西築地路地裏遊びの会、
　　　（一社）日本ダイバーシティ推進協会、（特非）HOMIES、みなとまちの魅力伝え隊
協力：伊勢湾海運（株）、江川線・築地口周辺の協力店の皆さん、名古屋市港区社会福祉協議会、（公財）名古屋みなと振興財団

港まちづくり協議会は、なごや中のみんなと楽しめて、全国の皆さまに誇れる「みんなの港まち」を目指しています。なごやのみ なと まち

築地口商店街

西築地小学校

みなとシネマ

みなとマーケット1

みなとマーケット2
光る風船イベント

イルミネーション
“あかり玉”ツリー

海賊キッドの秘宝を探せ

JETTY
みなとステージ

旧「京屋」

港橋広場公園

11/15（金）

●会場：築地口商店街 旧「京屋」

まちの人々に愛されてきた旧「京屋」スペースを会場に、映画の上映
会を行います。

みなとシネマ

イルミネーション キャンドル色のイルミネーションが港まちのメインストリートに飾られます。 11/1（金）～12/25（水） 16:00 ～ 22 :00

●展示場所：築地口・江川線沿いの協力店前 約50ヶ所

地域のみんなで作った500個の“あかり玉”をまちなかに飾り、港ま
ちに彩りを添えます。夜の散策をお楽しみください。

“あかり玉”ツリー

11/15（金）・16（土）のイベント情報

『WAYA！-宇宙一のおせっかい大作戦』
18:45開場→19:00～21:00第2部

13:45開場→14:00～16:10第１部

『青い山脈』
『みなとまちLIFE みなと祭2013』

11/16（土） 11:00～16:30
●会場：名古屋港JETTY前広場

名古屋港の海を前に音楽ライブを行います。

みなとステージ

●乗車料：無料

環境と人に優しい3人乗りの自転車タクシー。名古屋港駅と築地
口駅の間を運行します。

ベロタクシー 

受付9:00→10:00スタート

11/15（金）・16（土）16:00～20:00

●会場：港橋広場公園

LEDライトで光る1000個の風船を手にまちを彩る参加型イベント。
光る風船と素敵な音楽 LIVEで 2日間のフィナーレを飾ります。風
船はイベント終了後にお持ち帰りいただけます。

光る風船イベント1000人で遊ぼう！

11/16（土） 17:00～18:00

リアル・ロールプレイングゲーム「海賊キッド」シリーズの第３弾。海
賊になって、まちに散らばった秘密の言葉を集め宝物をゲットしよう！

11/16（土）

●集合場所：西築地小学校
●参加対象：年少～中学生
●定員：各回50名

受付12:30→13:30スタート

午前の回

午後の回

海賊キッドの秘宝を探せ～ロストワード編～　

11/16（土）

●会場：築地口商店街路上

食べ物やお菓子、手づくり雑貨など、オーガニック系から港まちの
味まで様々なテントが並びます。青空ステージも登場。

みなとマーケット

11:00～16:00第１会場

12:00～18:00第 2 会場 ●会場：港橋広場公園

©1963 日活株式会社

©WAYA! LLP

事前予約
詳しくは、
下記ホームページを
ご覧ください。

要

事前予約
詳しくは、
下記ホームページを
ご覧ください。

要

2013 /11/1  ⇒  12 /25

みなとイルミナート 2013

みなとトクトク

イルミネーションで暖かに包まれる、なごやのみなとまち。

いろんなお店が思い思いのお得なサービスでお出迎えします。

パンフレットを持ってみなとまちへでかけよう！

みなとイルミナートの最新情報はこちらをご覧ください。

みなとトクトク参加店は
このステッカーが目印

http://minnatomachi . jp

みなとイルミナート 2013

11/15（金）・16（土）11:00～19:00

このパンフレットで
たくさん得しちゃおう！

1
2
9

3

8 713
16
17

26
28 27

33

35

18

21

24
38

36

41

49

50
43

12
15

44
45

46
47

51
52

4

14

30
31

4025

42

39

2219

29

32

23

20

53

11
10

37

5
6

34

48

みなとイルミナート

参加店

みなと
トクトク



御菓子司 桔梗園
1,000円以上お買い上げの方に、

焼菓子１個プレゼント！

1

目に美味し、四季折々の御
菓子あり。ギフト・おやつに銅
鑼（小倉・柚子・抹茶）、白虎。
●052-661-1448
●10時～19時 /日休み

きっさ 姉妹
13時以降にご来店の方に、

プチデザートをお付けします ［11/15・11/16］

6

栄養バランス◎『スペシャルサン
ド』と『白玉入りコーヒーぜんざい』
オススメです！
●052-651-6867
●6時30分～19時（土・日・祝
＝～18時）/年中無休

パネット名港

家中明かりはＬＥＤに取替え
キャンペーン中

8

街のでんき屋さんです。お
困りの事、何でも解決します。
●052-661-1798
●9時～19時 /
日休み

7

15

休憩にいかがですか！？スイー
ツ各種、美味しいコーヒー、
紅茶をご用意してお待ちして
います！
●052-651-1755
●10時～19時 /年中無休

17

居酒屋 さあや

お会計から100円引き ［11/1～11/30］

16

おふくろの味とママの笑顔
があふれるお店です。
●052-651-0885
●17時～23時 /
日休み

24 26

伝統的タイ古式マッサージ。老若
男女リピーター多数！一度お試し
を！！まずはお電話ください。
●052-661-2726
●11時～22時（予約は20時ま
で）/年中無休

35喫茶 真砂

ランチセット50円引き ［11/1～11/16］

港まちで長く親しまれているお店
です。ママさんのランチメニューが
オススメです。
●052-661-3368
●7時～17時30分 /
日休み

彩くら

43

仲良くなればママのお説教が聞
けますよ！！
●052-661-7039
●18時～22時 /
水・日休み

51林カメラ商会

1,000円以上プリントした方、100円引き

カメラと写真の魅力を伝えるまち
の写真屋さん。
●052-661-1175
●8時30分～17時30分/
日休み

（有）キリンヤ キャトルサンク

お値打ちラックセール ［11/15・11/16］

2

女性向けのセレクトショップ。
●052-661-0123
●10時～18時 /
日・祝休み

3 肉のマルサン 本店4

飛騨牛とおいしいコロッケ
のお店です。看板娘が笑
顔でお待ちしています。
●052-651-4361
●10時～19時 /日休み

居鮮や 巧

飲食代3,000円以上の方は10％ｏｆｆ
（ランチ除く）

5

100 種類をこえる焼酎・
地酒と旬の鮮魚料理でお
待ちしております。
●052-654-3255
●11時30分～14時、17時
～24時 /不定休

13

中国食房 凛
17時以降にお食事された方に
飲食代金の半額を金券でキャッシュバック

お昼はボリューム満点のラ
ンチ、夜は気の合う仲間と
ワイワイと！20～30人の宴
会もＯＫ！
●052-661-2011
●11時～14時、17時～23
時/日休み（12/29は営業）

くすりのササ

23

健康と美容と笑顔をお届け
する薬屋さん。気軽にご相談
ください。エステもやってます！
●052-661-1843　
●9時～17時
/土・日・祝休み

かゞ み屋

30

食事も出来る酒屋かゞ み屋、
イルミナート応援焼酎をぜひ
一度お試しください。
●052-652-1315
●9時～20時30分 /
日休み

山田商店
鍋・フライパン特価。 鍋・フライパン1,000円以上
お買い上げの方に粗品プレゼント ［11/15・11/16］ 

31

何でもそろう！日用品からお城に使
われた金物まで取扱いしています。
●052-661-1156
●9時～20時 /
年中無休（都合によりお休みをさ
せて頂く場合有り）

coffee shop トキ
飲食していただいた方すべてに
梅昆布茶をサービス 

39

店主の奥さんが古布で作る作品
も販売しています。
●052-653-0382
●7時～19時 /
火休み

手造りはんぺい いとく

鯛のすり身を使ったおいしい
手造りはんぺい。毎日お店で
手造りしています！！
●052-654-4003
●10時～18時 /
水・日休み

歌処 あみ

アットホームな楽しいお店です。
宮崎のママが待ってます。
●052-652-4050
●18時～23時 /
火休み

居酒屋 ちどり
骨付き鳥モモ1本サービス
［11/15・11/16］

明るいママの楽しいお店！！
港一？！お安いお店です。
●052-652-5524
●17時～24時 /
水休み

10 11

SLOW STYLE CAFE Cha-hoo
日替わりランチ・薬膳カレー
どちらも10％off  ［11/24～12/25］

19

季節の材料を使い、体に負
担のかからないメニューや季
節に応じた抵抗力をつけるよ
うなメニューがいっぱいです。
●052-653-3338　
●8時～14時、21時～26時
/昼は日休み、夜は不定休

28

ミニストップ 名古屋ガーデンふ頭店

29

あつあつの淹れたてcoffee
がおすすめです！
●052-651-3260
●24時間 /
年中無休

37 珈琲専門 珈夢（がむ）38

一杯だてでおもてなし。お好みで
その場でブレンドにしてお出ししま
す。カップはご自分で選んでいた
だけます。
●052-654-0408
●8時～17時30分 /日休み

46

9

27

さわい薬品
2,000円以上お買い上げの方に
栄養ドリンク1本プレゼント （20本限定）

47

女性の身体のお悩み受け付
けます！
●052-661-1356
●10時～17時（土＝10時
～15時）/日・祝日休み

特別メニュー
バクダンビーフカツ黄金（カレー・チーズ味）
120円→100円

ハッティップ タイ古式ボディケア

ブルーマウンティンNo.1　
1,300円→1,000円 

500円以上お買い上げの方に50円引き
［12/1～12/25］

18時～19時まで飲み物全て500円→300円

スイーツセレクトショップ Ｃａｓｉｙａｎ
1,000円以上お買い上げで、
手づくりクッキープレゼント
または、 ドリンク100円引き 

キヨ・レオピン試飲１回無料

60分以上のメニュー10％ｏｆｆ 
または、10分間延長サービス

期間中、イルミナート応援焼酎を
限定60本販売！！（税込み1,000円） 

カラオケチケット（10曲分）
1,000円→500円  ［11/15・11/16］

みなとトクトク
このパンフレットを見せると、

みなとのいろんなお得が受けられます！

※いずれのお店もパンフレット提示が必要です。

11/1（金）～12/25（水）

33

鳥健

揚げ物、煮物、焼き物、他にも
新鮮な鶏肉、卵もご用意してお
りますので、お立ち寄りください。
●052-661-2549
●9時～19時 /
日休み（12/22は営業）

もも骨付きカラ揚げ
1本300円→2本で500円 ［12/21・12/22］

マルタ ショップ
みたらし団子
1本80円→50円（何本でも）

焼き芋・みたらし団子・焼きと
うもろこし・ところてん・ソフト
クリームはいかが？
●090-1232-6642
●10時～17時 /
日・祝休み

宝石・メガネ・時計 オークラ

電池交換1,680円→1,500円
（舶来品は除く） ［12/16～ 12/21］

明治４０年創業、技術と信用で生
きるお店。あなたの大切な時計と
メガネを診断。
●052-661-4821
●9時～19時 /
日休み

12 菜月庵

麺の大盛無料（麺類全て）［11/1～11/16］

コシのある麺は主人が毎日手打
ち。あったかいうどん、おそばでお
待ちしています！
●052-654-3061  
●11時30分～21時（火＝11時
30分～15時）/年中無休

14 イトヤ印房

印鑑の作成、印相鑑定、姓
名判断、名刺・チラシなど
印刷物全般を扱っています。
●052-661-2139
●9時30分～19時30分/
日休み

ヒマラヤ水晶、スリランカ産アメジストブレス2,500円→1,000円！ 
ミャンマー産ルビーの原石を15,000円→8,000円！ （数量限定）

ほっかほか亭 築地口店

作りたてのあたたかいお弁
当を提供致します！
●052-652-0025
●10時～22時 /
年中無休

500円以上お買い上げの方に、50円引き
（11/15・11/16は400円以上お買い上げの方、
から揚げ1個サービス）

居酒屋 きくや

本日の1品をサービス

オムレツ料理・長いも料理
（ネバネバ・ネバトロ 各490円）
が人気です！
●052-661-1719
●17時～22時 /
日・祝休み（不定休）

18 甘味処茶庵
玄米乳ドリンクセット700円→600円
［12/1～12/25］

ぜんざい・団子・わらびもち
など甘味のお店です。新メ
ニュー、玄米乳・ホットクリー
ムがお勧めです。
●052-654-2204
●8時～17時 /日・月休み

御料理処 青木
お一人様生ビール1杯サービス
（期間中お一人 1 回限り） 

創業80周年。人気 NO.1ねぎ
タンオーダー率 100％です。
KARA-1グランプリ第3位の牛
タンカレーが話題です。
●052-661-6544
●11時30分～14時、
17時～L.O.22時
（土・祝＝17時～L.O.22時）
※ランチは平日のみ/日休み

20 杉本薬局
栄養ドリンクを店頭表示価格の
約20％off（一部除外品あり）

健康と美と活力をサポートします。
耳鳴りでお困りの方に朗報！お気
軽にご相談ください。
●052-661-6814
●10時～17時（土＝～15時）/
木・日・祝休み

21 22 四君子 むらさき
お食事された方に
2割引き券プレゼント（16時以降限定）

名古屋港水族館に近く便
利な、創業54年の焼き鳥と
みそカツの店。宴会コースも
オススメ。
●052-661-1184　
●11時30分～14時、16時
～23時 /年中無休

（うどん）スタンド ぶん
お一人様につきカレーうどん50円引き
（お一人様 1 回限り）

立ち食いのうどん店です。
●電話なし
●11時～15時 /
水休み

25 味幸
会計時に1人につき100円引き
［11/11～11/16］

酒と旬の馳走所。
●052-653-6985
●17時～23時 /
日・祝休み

串処 みやび家
お惣菜メニュー
お一人様1品100円引き ［11/11～11/16］

名古屋名物のどて煮、手羽
先がオススメ！日替わりのお
惣菜もあります。
●052-652-4401
●17時～22時30分（土・
日・祝＝～21時）/不定休

ぜんめいや
3,000円以上お買い上げで、

白玉子1P プレゼント

三河の野菜、魚、を毎日大奉
仕しています。
●052-652-1093
●10時～18時 /
水・日休み

喫茶こまくさ
①コーヒー50円引き（現金の方のみ）
②ランチコーヒーセットの方は750円→700円
［11/1～11/15］

サラダ・フルーツ付きのヘル
シーモーニングです。コーヒー
カップもかわいいよ～！
●052-651-3160
●4時～14時30分 /
不定休

41

魚銀

鮮魚店です！新しくておいしいと納
得の品を自信を持ってご用意して
おります。
●052-651-8721
●9時～17時30分 /
日・祝休み

冷凍大正海老 1Ｐ1,000円→800円
その他冷凍食品オール1割引き
［11/15・11/16］

34二十番
17時以降お食事メニューご利用のお客様に
お一人様につき、杏仁豆腐1個サービス！

ランチの盛り合わせ定食が人気
です。自家製麺でやっています。
●052-661-5813
●11時30分～14時、
17時～23時30分 /
水休み

32

42

52

36 食事処 八百文
「最初の1杯」100円引き
［11/11～11/16］

酒と魚、美味しい天ぷらが自慢で
す。まぐろづけ丼が人気！
●052-653-0514
●11時30分～14時、
17時～21時 /
日・祝日休み

40 ごはん処 おいちゃん 大島屋
特製イルミナート定食 1,000円
［11/15・11/16］

ミルフィーユ風カツ、一品料理、ラ
ンチ、弁当、定食、全て手作り、心
を込めてサービス。
●052-651-3665
●11時30分～14時、17時30分
～21時 /土・日・祝日休み
（11/16は営業）

ダイビングプロショップ アルタ
1,000円以上お買い上げの方に
サイパン、ハワイのコーヒーを1杯サービス

ダイビングショップ＆スクー
ルのアルタです。サイパン
にもダイビングサービスがあ
るので、冬でもあったか南の
島でライセンス取得！
●052-654-0455
●11時～20時 /月休み

44

FAT

ピラフ、スパゲッティにおいしい
ソースをかけてお召し上がりく
ださい。カプチーノもオススメ！
●052-652-0570 
●7時～19時 /
水曜午後は休業

300円以上お食事された方、1人50円引き
［11/1～11/30］ （定休日の 11/16を除く）

45 珈琲物語
珈琲に
カップケーキをサービス ［12/1～12/25］

一杯ずつ丁寧に淹れた珈琲
を世界各国のカップでどうぞ。
●052-653-1649
●7時30分～17時（土・日・
祝＝7時～）/不定休

インド料理 ドルーガ

コースメニューは飲み放題付
きで90分3,500円、120分
4,000円！
●052-355-6555
●11時～15時、17時～22時
/年中無休

①特別メニュー「クリスマスホールタンドリー　
　チキン」［12/15～1/15］
②飲食代10％ｏｆｆ（※ディナーのみ）

ファミリーキッチン おふくろの味

お酒も飲める喫茶・弁当・定食
の家庭料理のお店。各種宴会も
承ります。
●052-653-0789
●7時～21時（日・祝7時～15時）
/土・日休み

ご飲食のお客様に100円引き券進呈
［11/1～11/16］（定休日除く）
※毎月29日のおふくろの日には、
　380円以上ご飲食のすべてのお客様に、100円引き券を進呈

48 浜鮨
お食事された方に
茶碗蒸し、またはコーヒーをサービス

お寿司のほかに一品料理も充
実。味噌もつ鍋、ひつまぶし、手羽
先も人気。日本酒の品揃えも自
信があります。
●052-651-7491 ●11時15分
～14時、16時～21時/日・祝休み

49

居酒屋 たんぽぽ

一品料理・カラオケあり。
●052-653-0311
●18時～24時 /
年中無休

①特別メニュー「海鮮かまめし」をご用意
②カラオケ1曲プレゼント
［12/15 ～ 12/25］

50 喫茶 サザン

名古屋港駅上がってすぐ！
美味しいコーヒー、ランチあ
ります。
●052-652-1651
●月～金＝7時～18時、
土＝～15時 /日休み

①飲み物全品 50円引き ［11/15・16］
②珈琲チケット3,300円→2,800円　
　［12/16～12/21］

ＪＥＴＴＹ
5％ｏｆｆ （※一部対象外店舗あり）
　　　　（他の割引との併用不可）

水族館にお越しの際はお
食事・お買い物にジェティ
をご利用ください。
●052-654-9495 
●WEST１階：10 時 30 分
～20時、WEST2階：11時
～20時 /月休み（休日の場
合は翌日）  ※店舗により異なる

※マクドナルド・神戸カレー・ホロン名港店・ワールドファミリー・
　ガチャガチャミュージアム）

53
極旨フライドチキン Sセット「旨」540円

Lセット「極」900円
※専用申込書で予約  ［11/1～12/18］


