
ハッシュタグは「 おばモ」！ 
「マールモーニング」参加店舗一覧（ 現在）

一宮市三岸節子記念美術館 

『おばけのマール』絵本原画展に合わせて、一宮を舞台に製作した、マールシリーズ最新作『おばけの
マールとモーニングのあとで』。その名のとおり一宮名物「モーニング」が重要な役割を果たしています。 
ということで、一宮市内の喫茶店にマールにちなんだモーニングの提供を呼びかけたところ、なぜか市

内にとどまらず、さらにはモーニングにとどまらず、全国の飲食店等から幅広くご参加いただくこととな
りました。ぜひ各店舗を巡って、それぞれのマールモーニング（マールメニュー）をお楽しみください。
ステキなプレゼントもありますよ。 

＊実施期間は 月 日 土 月 日 水 です。（各店舗により実際の実施日時は異なります。） 
＊マールモーニング（マールメニュー）の詳細は、各店舗に行ってのお楽しみとなります。各店舗が

など で公開していることもありますので、ぜひチェックしてみてください。 
＊各店舗の営業時間、定休日、マールモーニング（マールメニュー）実施日時等の詳細は、各店舗の
やウェブサイト等をご確認いただくか、直接お問い合わせください。 

＊マールモーニング（マールメニュー）およびプレゼントは数に限りがあります。品切れの際はご容赦く
ださい。 

＊マールモーニング（マールメニュー）を注文されたお客様は、ぜひ「 おばモ」をつけて に
投稿してください。 

＊今後も本企画への参加希望店舗があれば、随時お受けします。美術館スタッフまでお声かけください。 
＊報道機関が各店舗への取材を希望される場合、美術館スタッフまでお声かけください。 

一宮市内のマールモーニング実施店舗（受付順）

実施日 期間中毎日 

カフェ アクアサイド
一宮市柚木颪東流

一宮駅から徒歩１時間の田んぼの中のカフェです。やや遠くに２時間に１本来るバス
停があります。大きな特徴のないカフェでお客さんは少なめですが、なぜか熱いファ
ンも多いという不思議なお店。落語や音楽ライブなど地域の文化に貢献しようとして
いますが、毎度イベント名が奇妙で単にダジャレが言いたいだけのお店と思われてい
ます。そろそろ廃業しようかと思うたびにお客様の猛反対にあい、この 月でこっそ
り 年目を迎えます。 

実施日 期間中毎日 

茶房 万葉人
一宮市新生

オーダーごとに珈琲豆を挽き、一杯ずつ丁寧にハンドドリップ抽出するこだわりの喫
茶店です。店内にある直火式焙煎機で、厳選したスペシャリティコーヒーの生豆を仕
入れし、少量ずつ焙煎し常に新鮮な豆を使用することに心がけております。コーヒー
以外のドリンクもありますし、サンドイッチ、トースト等のパンメニューや手作りケ
ーキ、かき氷も人気です。コーヒー豆の販売、ドリンク、パン類のテイクアウトも行
っております。 

実施日 期間中毎日 

展望レストラン サンライズ
一宮市本町 一宮市役所本庁舎 階 

一宮市役所本庁舎 階にある、展望レストランです。天気のいい日は市内が一望でき
ます。モーニングセットや日替りランチなど、お値打ちな価格でお食事・お飲み物を
提供していますので、市役所本庁舎にお越しの際はぜひお立ち寄りください。



実施日 期間中毎日 

ラパンアジル（ ）
一宮市祐久字九百坪

パリ・モンマルトルの丘に佇むオ・ラパン・アジル。売れない頃のユトリロやピカソ
が訪れていた。あやかりたいと思いのカフェ ラパンアジル開業。いつしか 年あま
り。四季折々の風景､悲喜交々のお客様､日常の中の非日常､変わりゆく時代に変わらな
い風景､どんな時でもいつものラパンアジルです。扉を開けてお待ちしております。 

実施日 期間中毎日 

オリーヴの木
一宮市住吉

温もりを感じるモダンな作りの店内の窓からはオリーヴの木がちらりと。時間を忘れ
て過ごせる居心地のよい空間になっております。華やかなおもてなしはできませんが、
ゆっくりとほっとする時間を楽しんでいただければ幸いです。

実施日 期間中毎日 

（イートビート）
一宮市森本

「カフェ。朝昼晩と。ワインも野菜も。」をコンセプトに愛知県一宮市でヴァンナチュ
ールと食堂のようなごはんをご提供しています。現在はなかなか夜の営業ができてい
ませんが、朝は 時よりオープンしておりますので、楽しみにいらしてください。昼
時からのランチタイムはスパイスたっぷりの夏らしいメニューがおすすめです。 

実施日 期間中の土日祝 

（メールネージュ）
一宮市木曽川町外割田四の通り

今年で 周年を迎えます。一宮モーニング を決める大会『モーワングランプ
リ』で 年・ 年と連続金賞受賞をいたしました。その時の優勝メニューでも
ある自慢のフレンチトーストをはじめ、当店 番人気のワッフルは自家製生地でさっ
くりと焼き上げます。さらにはワッフルバーガーやフレンチトーストバーガーなどの
アレンジメニュー等、お腹も満足いただけるようなバリエーション豊富なモーニング
をご用意しております。

実施日 月中旬（ 週間） 

今年 にオープンしたばかり。早朝 時 分から営業し、常時 種類以上のモー
ニングをご提供しております。毎日焼き立てのキッシュや、店内で粉から手仕込みで
作り上げているドーナツが自慢です。手作りにこだわり安心安全なお食事の提供を心
がけております。そのため私たちは地元生産者さん達を応援し、誰が作ったかわかる
地元の食材を極力使用しています。店内は光が差し込む明るい雰囲気になっており、
ゆっくりと時間を過ごしていただけます。 

実施日 期間中毎日 

鉄板お好み焼きカフェ
一宮市時之島字下垂

鉄板で焼き上げたフレンチトーストなどのほか、お好み焼きのアレンジを得意として
おります。少し個性的なモーニングを…。そんな朝にぜひご利用いただけたらと思い
ます。また週末は不定期ではありますが、モーニングと共に音楽を楽しんでいただけ
るよう、様々な楽器によるインストアライブを行っております。



一宮市内のモーニング以外のマールメニュー実施店舗 

一宮市外（北海道を除く）のマールモーニング（またはマールメニュー）実施店舗 

実施日 期間中毎日 

（ゆたかふぇ）
一宮市篭屋

お店はノコギリ屋根工場を建築士目線の「本来を活かす」デザインでＤＩＹしました。
屋根の北窓から注がれる太陽の自然光が、明るくやさしく店内を照らします。日常の
中にあって、非日常の不思議なアート空間です。ランチメニューもデザートケーキも
すべて手づくりの味です。珈琲は挽きたての厳選豆をドリップしています。時間を忘
れるひととき、楽しいおしゃべりのテーブルをご用意してお待ちしております。

実施日 （要問い合わせ） 

元気ふれあい倶楽部
一宮市浅井町大日比野字北浦

目指す世界観は、①こども達が元気で健やかに過ごせる環境、②地元の生産物を取り
入れたバランスの良い食事、③多世代交流による孤食の解消、を一宮市内で行うこと
を目的とし、「一宮市 周年チャレンジ事業・いちのみやスマイルプロジェクト」と
して、こども食堂キャラバン活動をしています。コロナ禍だからこそ、感染防止策を
整え、我々大人に何かできることはないのか？とチームで考え行動する団体です。 

実施日 

（クーリエル）
あま市甚目寺山ノ浦

あま市にあるレトロな喫茶店をリノベーションした多国籍カフェです。旅とご飯が好
きな親子で営業！月替わり多国籍ランチや現地から取り寄せた茶葉などをお楽しみい
ただけます。アフリカ布や雑貨も販売。

実施日 、 （要問い合わせ） 

アトリエ （三岸アトリエ）
東京都中野区上鷺宮

三岸節子が 年ほど暮らしていたアトリエです。夫・三岸好太郎がデザインし、バウ
ハウス帰りの友人・山脇巌が設計した、戦前のモダニズム木造建築で国登録有形文化
財となっています。ふだんは撮影スタジオのため、カフェは撮影に使われていないと
きに営業します。パンとケーキを焼くのが趣味なので、予約時にコーヒーだけとかケ
ーキ追加とお知らせください。必ずご予約をお願いします。 

実施日 

弐◯月（ニジュウヅキ）
佐賀県唐津市呼子町呼子

港町の築
レシピで作る焼菓子。一つ一つ表情が異なり選ぶ楽しさから始まる唐津焼。芯のある
メッセージを読み継ぐことのできる古書。この三種の商品をお取扱いすることでお客
様に創作された品物に宿る感触を伝えたい。接しているうちに心の変化が生まれ自身
の感性を潤す。そんな対話時間を提案するのが弐 月（ニジュウヅキ）です。



北海道のマールモーニング（またはマールメニュー）実施店舗 

実施日 期間中毎日 

神野喫茶店
札幌市北区新琴似 条 丁目

札幌の地に 年に開業し、幅広い年代の地域の皆様に可愛がられながら営んでお
ります。本格的な自家焙煎珈琲から、バラエティー豊かな＜名古屋めし＞まで楽しめ
る、明るく和やかなお店です。

実施日 期間中毎日 

カフェ北都館ギャラリー
条 丁目

昭和 年開業の古いお店です。自家焙煎珈琲、手づくりシフォンケーキ、ゴールデン
スパゲッティなどのランチを提供。週替わりの個展、月替わりの企画展を開催してい
ます。 

実施日 以降毎日 

きねずみ
札幌市中央区北 丁目 北海道立三岸好太郎美術館内 

北海道立三岸好太郎美術館内に構えるカフェ。三岸節子の夫で夭折の天才画家・三岸
好太郎（ ）の画業を堪能したあとは、おしゃれなミュージアムショップで楽
しいショッピング。三岸好太郎にちなんだお菓子なども注文できます。

実施日 要問い合わせ 

パン屋トムトイ
北海道石狩市花畔 条 丁目

石狩手稲線に面する、 にオープンしたばかりのかわいいパン屋。店内のパン
％のハード系、菓子パン、惣菜系など 種類

ほど。フルーツ系ハードパンやプレーンなハード系を食べ比べるのが楽しみなお店で
す。塩パンやジャガイモがゴロッと入ったカレーパンもおすすめ。平飼い卵「海の街
たまご」を使用したたまごサンドは、冷蔵ケースで販売しており冷たいまま食べるの
がフレッシュ！体にやさしいパンをどうぞ。

実施日 期間中毎日 

ラナ ピリカ
北海道白老郡白老町大町

「白老のいいもの発信！雑貨・土産物カフェ」のラナピリカは、 年 月にオー
プンしたばかり。カフェで出すフードや飲み物、センスを感じるお土産展示スペース
の作品も、白老出身で白老が大好きなオーナーのこだわり。自身が経験している中国
文化のエッセンスも取り入れた、居心地の良いお洒落空間。

実施日 要問い合わせ 

北海道白老郡白老町栄町 条

銀
の功績を後世

（ちりゆきえ、
）は初めてアイヌの物語を文字化した『アイヌ神謡集』の著者です。 



本展開幕（7月 10 日）以降、あらたに参加された店舗 

一宮市三岸節子記念美術館 
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実施日 7/20 以降毎日 

さん・さんベーカリー
493-8002 144 TEL 0586-87-3300 
NPO 法人ふれあいサロンさん・さんガーデンが運営する、JR 木曽川駅前のベーカリ
ー。障がい者のための就労継続支援 B型事業所です。本格的な食パン・惣菜パン・焼
き菓子の製造・販売をしています。とくに「こだわり食パン」は予約注文しておかな
いと入手困難な人気商品。マールモーニングセットは 9:00 11:00 ですが、マールパ
ンは単品でも販売します。 

実施日 7/26 以降毎日 

ファゼンダ 木曽川店
493-8002 51-4 アピタ木曽川店 1F 
TEL 0586-86-5217 
世界各国のこだわりのコーヒー豆を取り揃えた、コーヒー豆挽き売り店。コーヒーの
本場ブラジルの公用語ポルトガル語で、コーヒー農園を意味する「fazenda de cafe」
から「ファゼンダ」という店名が誕生しました。日替わりのおすすめコーヒーのほか、
自家製焼きたてワッフルが自慢です。 

実施日 8月以降（詳細未定） 

com-cafe 三八屋
491-0859 一宮市本町 4-1-9 TEL 0586-27-4838 
com-cafe 三八屋は一宮の街なかの片隅にある集合コミュニティスポットです。一宮駅
から歩いて 5 分。本町のアーケードを南に抜け出た所にあります。誰でもいつでも、
ゆっくりくつろげるカフェ・パブですが、その他にもシェアスペース、地ビール工場、

実施日 要問い合わせ 

アトリエ アグラム（Atelier AGURAM）
Instagram／atelier.aguram LINE／@060otiwf 
観音寺駅の近くにあるアイシングクッキー教室です。落ち着いた空間と香ばしいクッ
キーの香りがお出迎え。大手料理教室で 6 年間の講師経験があり、丁寧なレッスンと
癒しの時間をお届け致します。趣味としてはもちろん、お子様や大切な方へのギフト
にも最適。想いをのせたクッキーは思い出を振り返る楽しみもあります。「デザインは
無限大。一瞬のときめきを小さな世界に。」 

実施日 8/2 以降毎日 

喫茶シェ・サン
493-8001 一宮市北方町北方字内沼 257-1 TEL 0586-84-3305 
NPO 法人ふれあいサロンさん・さんガーデンが運営する、本格的な純喫茶店。障がい
を持った方々の就労場所として、スキルのある障がい者が一緒にサービス提供をして
います。人気のモーニングはボリューム満点、毎週金曜日にはみたらし団子のサービ
スも。モーニングのテイクアウトにも力を入れており、一宮モーニング「テイクアウ
トモーニンググランプリ」で 2019 年はグランプリ、2020 年は準グランプリを受賞し
ました。 


