
住所 営業時間

TEL 定休日

桑名市大央町40 9時00分～19時30分

0594-22-0762 月曜日

桑名市松ノ木一丁目8-5 9時00分～18時30分

0594-88-5567 月曜日（休日のときは翌日）

桑名市北寺町58 9時00分～18時30分

0594-22-1304
月曜日　（三八市及び
休日のときは翌日）

桑名市中央町2-42 8時00分～19時00分

0594-22-1668 月曜日

桑名市長島町福吉613 8時30分～19時30分

0594-45-0604 水曜日

四日市市山田町2083 9時00分～18時00分

059-328-1023
無休

（年に数回の休みあり）

四日市市笹川1-282-10 9時30分～20時00分

059-321-7454
無休

（年に数回の休みあり）

四日市市采女町1878-1 8時00分～18時30分

059-345-5037 水曜日・第三火曜日

四日市市川原町22-2 9時00分～19時00分

059-331-5769
火曜日　（8月、お盆
及び年始はお休み）

四日市市中町1-9 8時00分～18時00分

059-352-5378
火曜日・水曜日

（祝日営業）

四日市市西坂部町3621 8時30分～19時00分

059-333-0555 火曜日

四日市市天カ須賀2-24-21 8時00分～19時00分

059-365-1277
月曜日

（祝日の場合は営業。
翌火曜休み）

7
富寿家
～TOMISUYA～

明治創業、100年以上続く老舗和洋菓子
店。季節の和菓子やアイデアあふれる洋
菓子がいっぱい！

1,000円以上お買い上げの方
8％OFF

一人様のみ有効、他サービ
ス券等との併用不可

※H28年6月１日
新規参加施設

3 菊屋本店

大正七年四月創業の和菓子屋です。四
季折々の生菓子、ご贈答用お菓子など、
材料を吟味してすべて手づくりで作ってお
ります。代表銘菓として「采女の杖衝」が
ございます。

2､000円（税込）以上お買い上げ
の方に、采女の杖衝を1個プレ
ゼント

4 嶋小餅店

旧東海道沿いにある雰囲気のあるお店。
創業江戸・文政年間（約190年）より伝わ
る大人気商品、老舗の味「嶋小の団子」
や季節を彩る様々な餅菓子全ての商品
が自慢の一品です。ぜひご賞味ください。

1,000円（税込）以上お買い上げ
のお客様に「嶋小の団子」を2本
サービス

・17時までにご来店の方一
人様のみ有効。
・適用除外日は、12月25日
～12月31日までとします。

6 橘屋

明治38年の創業以来、旧道沿いの小さ
な店ですが、主に生菓子（9種類）を約4週
間で変えつつ販売致します。当店の銘菓
ではみそあんと梅あんの「おさかべ」が人
気の品です。他にも自家製の商品を約25
品をご用意致しております。

お買い上げのお客様に、150円
以下の希望の商品を進呈

適用除外日は、5月4日～5
月5日まで、12月31日～1月
1日までとします。

5 大福餅本店 当代で4代目です。伝統を守って一生懸
命頑張っています。

店頭販売商品1,100円（税込）お
買い上げごとに50円キャッシュ
バック

上生菓子に限り1割引

1 菓子五 婚礼、御祝、仏事用　季節の和菓子 上生菓子に限り1割引

2
御菓子司　保々屋
大山田店

創業1920年の老舗和菓子店の姉妹店
で、新興住宅街で店舗を構えています。
伝統の和菓子の味を守りながら新作の
和菓子も開発し、地域のお客様に愛され
る和菓子店を目指して切磋琢磨していま
す。

自家製和菓子を500円（税込）以
上お買い上げのお客様にポイン
ト2倍サービスいたします。

他サービス券との併用不可

1 御菓子司　兎月堂老舗
桑名城下町　桑名藩主松平家家紋「楽翁
もなか」名物「五色あん大型もなか」。一
度お立ち寄りくださいませ。

1,000円（税込）お買い上げの方
に楽翁もなか（こしあん）、もしく
は花うさぎ（つぶあん）のどちら
か1個プレゼント

【桑名市】
平成29年2月1日現在

№ 施設名または店名 店舗・施設の紹介 特典・サービス内容 条件 備考

4 四季の和菓子　栄昌堂
「春花秋月・風雅清新」四季の風情を和
菓子に込めて・・・。

全品5％OFF

3
御菓子司　保々屋
寺町店

創業1920年、桑名の三八市（朝市）でお
なじみの寺町通り商店街で伝統の和菓
子を作り続けている老舗です。店内の
ショーケースには職人が心をこめて一つ
一つ丁寧に仕上げた季節の生菓子など
の逸品がズラリと並んでいます。

自家製和菓子を500円（税込）以
上お買い上げのお客様にポイン
ト2倍サービスいたします。

他サービス券との併用不可

2 菓子五　笹川店 婚礼、御祝、仏事用　季節の和菓子

【四日市市】

御菓子処
長島万寿園

地域の特産品を使ったお菓子など郷土
色豊かな商品を取り揃えています。

レインボーカードのポイントを2
倍出しさせて頂きます

一人様のみ有効、他サービ
ス券等との併用不可

※Ｈ28年10月1日
新規参加施設

5

お伊勢さん菓子博2017の入場券を提示していただくと以下の施設または店舗で様々な特典やサービスが受けられます。

なお、記載の特典・サービス内容は、予告無く変更または終了している場合がございますので、詳しくは、各施設または

各店舗へお問い合わせ下さい。

適 用 期 間 ： 平成２８年４月２３日（土）から平成２９年９月３０日（土）まで

※一部適用除外日がある施設・店舗がございますので、条件欄を必ずご確認ください。

ご利用方法： 適用期間中は、同一施設・店舗で何度でもご利用いただくことが可能です。

また、複数の施設・店舗にてご利用いただくことも可能です。



四日市市鹿間町177-2 8時30分～18時30分

059-328-1545 月曜日

四日市市本町8-8 8時30分～17時00分

059-352-2887 不定休

四日市市前田町19
（四日市市立南中学校南）

8時00分～10時50分

090-3423-3991 5、0のつかない日

四日市市駞出町1丁目 8時00分～10時50分

090-3423-3991 1,3,6,8のつかない日、31日

鈴鹿市三畑町5075-45 8時30分～18時00分

059-378-5570 月曜日

鈴鹿市野村町173-4 9時00分～20時00分

059-388-8777 火曜日

伊賀市上野東町2949 8時30分～19時30分

0595-21-0123 なし

津市八町2-15-1 9時30分～19時30分

059-223-2052 水曜日

津市一身田町626 9時00分～19時00分

059-232-2072 火曜日

津市万町170番地 8時30分～19時00分

059-225-0001 火曜日

伊勢市本町13-6 9時00分～18時00分

0596-20-5505 無休

伊勢市宇治今在家町58 8時45分～17時25分

0596-23-3188 無休

伊勢市岩渕1-1-31 10時00分～18時00分

0596-20-2200 水曜日

伊勢市宇治今在家町117 8時30分～16時30分

0596-23-5555 無休

※Ｈ29年2月1日
新規参加施設

もち市

毎度有難うございます。当店は餅専門店
ですので、おはぎ、大福餅、赤飯、季節
餅菓子を製造販売しています。お気軽に
店へ御出でください。◎素材を厳選し、美
味しさを追求する誠心を忘れない店舗を
目指しています。

当商店街（四日市本町通り商店
街）のポンポコスタンプ2倍出し
させて頂きます

1日、15日、感謝デー日は
通常3倍出しさせて頂いて
いますが、入場券特典は併
用出来ませんので、宜しく
お願いします。

お買い上げ金額の1割引

3 一華堂
1936年創業の洋菓子店。卵白で焼き上
げた白いカステラ「ヨークレスカステラ」ご
好評いただいております。ぜひご賞味下
さい。

自家製品1,500円（税込）以上お
買上げの方、デセール1袋プレ
ゼント

・自家製品のみを対象とします
・毎月1日のサービス品は適用
外
・他サービス券との併用不可
・一部割引できない場合があり
ます

※H28年6月１日
新規参加施設

2 和・洋菓子　岡田屋
創業明治元年、高田本山御用達のリピー
ターの多い老舗の味です。名物お多福ま
んじゅう、桜おこしなど、五代目が洋菓子
も始めました。

お買い上げ金額の10％割引

※H28年6月１日
新規参加施設

2 ㈱ｴﾄﾜｰﾙ･f･ﾌｨﾗﾝﾃ

旬のフルーツや、その時期においしい旬
の食材を使い、色とりどりのケーキを作っ
ております。また一層一層心を込めて焼
き上げた、しっとりとしてふわふわな流星
の森の樹（バウムクーヘン）も人気です。

1,000円（税込）以上お買い上げ
のお客様に、焼きたてシュー1個
プレゼント

お一人様のみ有効

8 瓢華堂
当店は和菓子の専門店です。
季節の和菓子、進物など多数取り揃えて
ございます。ぜひ一度お立ち寄り下さい。

1,000円（税込）以上お買い上げ
の方に、都まんじゅうを1つ差し
上げます

入場券1枚につき、一人様
のみ有効

3

4 勢乃國屋

1階売店では弊社製造の「神代餅」をはじ
め、様々なお土産をご用意いたしており
ます。また、御食事処「神路庵」では伊勢
名物「伊勢うどん」等の郷土料理をご用意
して、皆様のご来店を心よりお待ちしてお
ります。

売店にて500円（税込）以上お買
い上げの方に「神代餅」をお一
人様1個プレゼント※品切の場
合は代替の商品をご用意いたし
ます。
お手荷物を無料でお預かり致し
ます（8：30～16：30）

外宮前勢乃國屋
豊恩館

1階は伊勢の国の厳選された特産品を販
売するセレクトショップ。2階のバイキング
レストラン「勾玉亭」では、大正時代の趣
に触れながら、新鮮な地の食材を使用し
た安心安全の地産地消料理をお楽しみく
ださい。

売店にて500円（税込）以上お買
い上げの方に「神代餅」をお一
人様1個プレゼント※品切の場
合は代替の商品をご用意いたし
ます。
お手荷物を無料でお預かり致し
ます（10：00～17：00）

1
伊勢角屋麦酒
外宮前店

外宮参道で4種類の伊勢角屋麦酒の樽
生とお土産はいかがですか。

地ビール全品10％OFFサービス

・店舗来店のお客様に限りま
す（ネット販売は適用外です）
・地ビール以外の商品には適
用されません（二軒茶屋餅、味
噌、醤油など）

2 ㈱岩戸屋 伊勢神宮のお膝元。昔ながらのお多福印
の生姜糖が名物。

お食事をされた方もしくはお土
産をお買い求めいただいた方に
限り、岩戸餅1個、伊勢えびせ
んべい2枚プレゼント

１枚につき一人様のみ有効

※H28年6月１日
新規参加施設

10

11

松文堂
（追分朝市内）

松文堂
（塩浜朝市内）

全て手作りの和菓子を販売しています。

全て手作りの和菓子を販売しています。

お買い上げ1,000円（税込）毎に
50円キャッシュバック

適用除外日は、平成28年
12月25日～平成29年1月10
日までとします。

※Ｈ28年8月1日
新規参加施設

お買い上げ1,000円（税込）毎に
50円キャッシュバック

適用除外日は、平成28年
12月23日～平成29年1月8
日までとします。

※Ｈ28年8月1日
新規参加施設

【鈴鹿市】

1 お菓子の松美堂

「名物鈴鹿酒まん」は、厳然された小豆を
じっくり炊き上げた自家製餡を地酒仕込
みのやわらかい生地で包みました。「元
祖やわらか酒まん」は鈴鹿ブランド認定
商品、第23回全国菓子博覧会金賞。

2,000円（税込）以上お買い上げ
の方に名物鈴鹿酒まん1個進呈

1
MONSIEUR
KONOYA

創業明治41年（1908年）の老舗
｢和の心、洋の技、ムッシュのお菓子は生
きています｣

・チーズグラタン6ヶ入
1,200円（税抜）→1,000円（税
抜）
・1,000円（税抜）以上お買い上
げの方に｢ことすが｣を、お一人
様1ヶプレゼント

※H28年6月１日
新規参加施設

9 ※H28年6月１日
新規参加施設

1 桔梗屋織居
城下町伊賀上野で慶長年間創業以来
400余年、藤堂藩御用をへて伝統の和菓
子作りに努めております。

【伊賀市】

【津市】

【伊勢市】



伊勢市宇治今在家町63 8時30分～16時00分

0596-22-2767 無休

伊勢市神久6-428 10時00分～18時00分

0596-21-3108 無休

伊勢市一志町2-20 9時30分～18時30分

0596-28-4835
水曜日

（祝日・行事等は営業）

伊勢市常盤1-5-13 9時30分～19時30分

0596-28-5610 火曜日

伊勢市中之町20-143 11時30分～21時00分

0596-28-2724 水曜日・木曜日

伊勢市宇治中之切町46-1 8時00分～19時00分

0596-22-2418 無休

志摩市磯部町穴川1182-11 10時00分～17時00分

0599-55-0613 不定休

ご購入金額が2,000円（税別）以
上で8％OFF

1

8 和洋菓子おぐら

㈲太閤餅

およそ450年の昔、日吉丸が神宮参拝に
訪れた時に立寄った日参茶屋の焼餅が
太閤出世餅の始まりとのことです。秀吉
が好んだ粒餡入りの手焼の餅は、出世に
あやかる縁起餅として今日に至っており
ます。

3,000円（税別）以上お買い上げ
につき5％引きします。

適用除外日は、H28年12月
19日～H29年1月10日まで
とします。

6 麦酒蔵（売店）

㈲竹内餅店

伊勢志摩名物さわ餅の製造販売をしてお
ります。当店のさわ餅は、ほんのりと塩味
の利いた生地に、しっかりとした甘みの餡
が特徴です。昔ながらの味をぜひご賞味
ください。

１枚につき一人様のみ有効

当店は和洋折衷茶会からパーティケーキ
までオーダー承ります。

1,000円（税込）のお買物で3％
割引いたします。

他サービス券等との併用不
可

地ビール工房に併設した直売店。直売店
ならではのレアな限定醸造ビールも販売
中。

地ビール全品10％OFFサービス

・店舗来店のお客様に限りま
す。（ネット販売は適用外です）
・地ビール以外の商品には適
用されません。（二軒茶屋餅、
味噌、醤油など）

5

【志摩市】

10 (有)藤屋窓月堂

明治初め、伊勢神宮での千家献茶会に
利休饅頭を謹製して以来、利休饅頭を看
板商品として、和生菓子等30種類の商品
を販売している。最近は、ミルク饅頭の｢

常若｣｢常緑｣を新発売し、好評を頂いてい
る。

1,000円（税込）以上お買い上げ
頂いた方に、利休饅頭又は常
若（1ヶ100円）を進呈させて頂き
ます。

7
500円（税込）以上お買い上げで
50円引き柳屋ういろう

創業55年の味を守り続け、あっさりした手
作りの甘さが地元のお客様方にご愛顧い
ただいております。一番人気は北海道産
の小豆たっぷり小倉ういろう、沖縄産の
黒砂糖ういろうなど。1本310円（税込）
～。小サイズ200円（税込）～

※H28年6月１日
新規参加施設

9
西洋家庭料理
ぼうがいっぽん

うましくに伊勢シェフクラブの一員。レスト
ランならではの手作りの美味しさをご賞
味ください。

1,000円（税込）以上お買い上げ
の方につき、焼菓子をプレゼン
ト


