
運 航 日／5月12日（土）・13日（日）・19日（土）・20日（日）・26日（土）
運行時間／10：00～、11：00～、12：00～、13：00～ 所要時間45分
運航区間／納屋橋→松重閘門→五条橋→納屋橋
運航料金／大人1名 1,000円（納屋橋クーポン4枚）、
                     小学生以下1名 500円（納屋橋クーポン2枚）

運 航 日／4月21日（土）・22日（日）、5月12日（土）・13日（日）・19日（土）・20日（日）・26日（土）
運行時間／11：00～16：00（毎時00分、20分、40分出航）
運航区間／錦橋⇔納屋橋
運航料金／大人500円　小学生以下300円（納屋橋クーポンの場合、全て一人1枚）

「ゴンドラと堀川水辺を守る会」http://horikawa-gondola.com

雨天欠航

※納屋橋クーポンの詳細は裏面参照　※4人乗り。乳幼児は無料
※乗船希望の方は、錦橋みのりの広場ゴンドラのりばまでおいでください。

申込先

「なごやんツアー（株）トラベルコンシェルジュ」TEL：052-528-4151申込先

●ゴンドラ乗船

●春の堀川クルーズ

❸お楽しみ抽選券で当たる！

復刻カブトビール二本セット
（1300円相当）…５組

堀川で船に乗ろう！人気
企画

特賞
シャイロン ペアお食事券
（1万円相当）…３組

TWILO賞

ホリゴングッズ各種納屋橋賞

納屋橋クーポンはテラッセ納屋橋の以下の店舗で金券としてご利用いただけます。
※つり銭のお支払いは出来ませんのでご了承ください。

納屋橋クーポン開催中
おトクに食べて、飲んで、船にも乗って、春の納屋橋を楽しもう！

 04.12●　➡05.31●木 木ご利用可能期間

きざみネギを牛塩タンにくるんで食べる
ジューシーな味わいを是非ご堪能ください！

月～土17：30～23：00　日・祝　17：30～22：00
休／なし TEL：052-564-1700

■焼肉SHY-RON ）ンロイャシ（ 

納屋橋の夜景を楽しみながら贅沢に焼肉を
楽しめます。大切な方と特別なひとときを！
接待に、デートに！

「牛塩タン」と「白菜キムチ」特別セット

ドリンクやデザートのカフェ利用もアルコー
ルやおつまみのバル利用もどちらも幅広く
お楽しみ頂けます。ランチも毎日営業。

限定！！デザートセット

11：00～24：00（LO23：00）　休／なし
TEL：052-581-0036

バルカフェ猿

創業70年。名古屋イチの品揃え。納屋橋の
老舗額縁屋です！匠の技と圧倒的なライン
ナップを誇る店内を是非ご覧ください！

毎回売れ切れ必至の超人気アイテムです！
通常500～1000円の品をお手頃にご提供！

9：00～19：00　休／日曜・祝
TEL：052-541-7813

高山額縁店

お洒落なオリジナルミニフレーム

焼きたてパニーニ
フェスティバル仕様の焼きたてパニーニを
お届けします！お飲物付！テイクアウト可能！

11：30～15：00　17：30～25：00
休／なし  TEL：052-756-3950

マカロニクラブ　納屋橋店

イタリアンビールに、イタリアワイン！毎週空輸
される旬のナチュラルチーズや、切り立ての生
ハム、手打ちパスタがお気軽に楽しめます。

野菜の旨味など素材の特徴が際立つ、
キレ味抜群、究極の無化調中華そばです。

■浄心家

無化調一筋16年。王道の中華そばは、今や名
古屋を代表するラーメン。名古屋麺、多治見
麺の2種類から選べるのもお楽しみです。
11：00～14：30  17：30～22:30 
休／日曜　TEL：052-561-5488

味付玉子入プレミアム中華そば

17：00～24：00　休／日曜
TEL：052-446-6898

■美食○彩　絆

大人の隠れ家、気軽に立ち寄れるフレンチ
バル。フランス家庭料理と各国のワインを
お楽しみください。

1972年創業の喫茶店です。深煎り自家焙煎
のネルドリップコーヒーをぜひご堪能くださ
い。モーニングやランチも大人気ですよ。

ドリンク6種類＆ケーキ３種類から自由に
選べますよ！

7：00～19：00  休／なし
TEL：052-583-8839

■かこ　柳橋店

女性パティシエ特製ケーキセット

人と人のご縁をつなぐ祝いのぎょうざ。
大切な方と一緒にどうぞ。

15：00～24：00　休／日曜
TEL：052-561-1677

■濱松たんと名駅柳橋店

浜松餃子や遠州のご当地料理が充実。浜松
祭りの大凧が飾られた店内は活気に溢れ、
名物「出世の盃」は遠州の気概を感じます。

浜松ぎょうざ　ご縁焼（21個）

乗船ご予約頂いた方にもれなく
「納屋橋まんじゅう」１個プレゼント
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当店自慢　真空ミキサーで作ったこだわりの
フレッシュジュースです。

■ラフーズコア納屋橋店 Juice Bar

フレッシュジュースorソフトクリーム

25
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リバージュコーヒー
リバージュモンシェール」オリジナルブレンド
の豆を使った、香り高いコーヒー

10：00～21：00　
休／なし  TEL：052-446-7220

■リバージュモンシェール

ゆったりと水が流れる堀川沿いに位置する、
明るく開放的なパティスリー＆オープンテラス
カフェ。時間を忘れるほどの心地よさです。

13 15

ハチミツとキャラメルが香る自家製アイス“
ヌガーグラッセ”とドリンクのセットです。

その日の気分にあわせて、３種からお好きな
ワインをお選びください！

スパークリングワインor赤or白

通常乗船500円を
クーポン1枚（250円）でご提供！

17

16

クーポンのみの利用不可

ランチタイム限定

土・祝はランチタイムのみ営業

フランスパン「パリジャン」を使用して作られる
当ホテル伝統の逸品です。その豊かな風味と
幸せの香りを是非お楽しみください。
10：00～22：00     休／なし　TEL：052-231-7789

■名古屋観光ホテル

フレンチトースト　2ピース入り1セット

ブラッセリー＆カフェ「ル・シュッド」
ホテルで焼き上げたベーカリーやイタリア
老舗ブランド illy のコーヒーをテイクアウト
でお楽しみいただけます。

6種類のフレーバーからお好きなものを
お選びください。

7：30～20：30　休／なし  TEL：052-212-1267

■ヒルトン名古屋

オリジナルマフィン　3個セット

テイクアウトカウンター「カフェ・チーノ」

デザートのティラミスにコーヒーの付いた
お得なセットをご用意しました！

11：00～23：00（ＬＯ22：00）  　休／なし
TEL：052-218-2032

■ロイヤルガーデンカフェ

開放感あふれ、木の温もりを感じさせてくれ
る落ち着いた店内です。お食事、喫茶、パー
ティなど様々なシーンでお楽しみ頂けます。

ティラミスセット

タイの領事館でもあった歴史ある洋館。五
つ星ホテル出身が作る本格タイ料理。「タイ
セレクトプレミアム」認定レストランです。

平日限定　１Plate Lunch  

11：30～14：30（ＬＯ14：00）  17：30～22：00（ＬＯ21：00）
休／第1・３日曜　TEL：052-222-8600

■サイアムガーデン

クーポンのみの利用、他クーポンとの併用不可 ランチタイム限定

本格的な四川料理。麻婆豆腐やよだれ鶏な
ど本場の味を提供。特に汁あり坦々麺は大
人気。麺類はヘルシーな「豆麺」に変更可！

10年物熟成紹興酒は、
まろやかで口当りバツグン

■四川居酒屋 菜音

10年物「紹興酒」（グラス）

11：00～14：00 17：30～23：30
休／日曜・祝・土曜日のランチ  TEL：052-202-8868

創業時からの味を守る味噌煮込うどん
専門店。独特のコシの麺、こだわりの出汁、地元
の赤味噌と白味噌が絶妙にマッチします。

大人気の味噌煮込うどんに、かしわを
トッピングしました。

11：00～22：00（LO21：30）休／なし
TEL：052-222-0253

■山本屋本店 広小路伏見店

かしわ入り味噌煮込うどん

大浴場「らくだの湯」ご入浴
サムナやジャグジー完備の大浴場。フィットネス
やマッサージチェアも利用できます。タオル付。

6：00～10：30　14：00～23：30
休／なし  TEL:052-220-3131

名古屋ビーズホテル

大浴場「らくだの湯」やフィットネスコーナー、
マッサージチェアなど充実した施設に、焼きた
てパンの朝食が好評のホテルです。

契約農家で無農薬栽培のソバ粉を使い、毎
日お店で製麺。打ちたて茹でたての蕎麦と
揚げたての天ぷら。日本酒も各種ご用意！

温かい「かけそば」又は冷たい「ざるそば」に
揚げたての海老天のセットです。

月～金11：00～22：00 土11：00～14：30
休／日曜・祝　TEL:052-222-4108

■路麺えんそば　錦1丁目店

フラワーセット

キンキンに冷えたビールと味噌ホルモンは相性
ピッタリ

17：00～27：00（日・祝は～25：00）　休／なし
TEL:052-222-5885

納屋橋ホルモン

納屋橋でオープンして12年目の古民家焼肉
店。地元三河牛と各種ホルモン取り揃えてお
待ちしております。

生ビール（400ml）orエクストラコールド生

その日のオススメの5本をサービス価格で
提供いたします。

やきとり　龍星

本格的な炭火やきとりと世界各国から厳選
した高級ワインや全国から集めた銘酒を
お楽しみいただける大人の隠れ家です。
11：00～14：00  17：00～23：00
休／日曜  TEL：052-551-7077

炭火焼き厳選5種超ロングウィンナーと山芋ステーキのセット
鉄板で焼いていただく山芋のステーキと
ウィンナーです。

休／不定休 TEL:052-582-8460　

月～木17：00～23：00 金17：00～24：00
土11：30～24：00  日11：30～23：00

お好み焼道場　八代

創業39年。常に美味しさに加え、驚きの
ユニークさを提案。名古屋風、専門店の味を
提供いたします。

宮鍵自慢のとり料理です。創業当時からの
味をご賞味ください。

宮鍵

明治32年開業、納屋橋に受け継がれた伝統
の味。 かしわ・うなぎ料理店です。どちらもお
楽しみください。心より、お待ちしております。

）ＯＬ（00：12～00：71）ＯＬ（00：41～03：11
休／土曜　TEL：052-541-0760

とり丼　吸物付

「安心、かつ美味しく食べられる食品を」
国産有機無農薬の野菜や無添加食品など本
当に安全な食べものを扱っています。

めるはーば自家製おやつ

めるはーば

火～金10：30～18：30 土10：30～16：30
休／日曜・月曜  TEL:052-551-00 88

通常価格650円の希少なカブトビールを
是非この機会にご賞味ください。

12：00～23：00　休／日曜・祝
TEL：052-541-7813

納屋橋TWILO

トワイロ、それは永遠の色。いつまでも色
あせることのない文化を語り継ぐサロンです。
今年3月27日、川のほとりにオープン！

復刻版生カブトビール
名古屋観光ホテル伝統の逸品。

1 ３
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2

メイン料理7品より1品をチョイス＋デザートor
ドリンクorサラダの1品がセット 

国産小麦、てんさい糖、よつ葉バター、牛乳
など安心材料を使っています。
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全12種類のオリジナルレモンサワー　
インスタ映えまちがい無し！！定価550円

■近江屋熟成鳥十八番 錦橋店

近江屋のレモンサワー（全12種類）

ディナー17：00～24：00（ＬＯ23：30）
休／なしTEL052-462-9696

10

クーポンのみの利用不可クーポンのみの利用不可

席料250円・クーポンのみの利用不可

提供時間11：00～22：00

提供時間17：00～

花で囲まれた納屋橋界隈で
ゴンドラ乗船!

イタリア、ヴェネチアの
雰囲気が味わえます。

春の堀川水上散歩を
してみませんか？

船内ガイドが堀川周辺を
ご案内します。

ヘルシーな韓国料理や、韓国のお酒に赤ワイン、
美容・健康の心強い味方であるフラワー
ティーをエレガントな空間でのんびりと味わ
うことができます。

ヤンニョムチキン 2枚

チーズダッカルビ　4枚

11：30～23：00休／なし　TEL 052-485-8323

体にやさしいスムージーをはじめ、期間限
定のスムージーなど豊富なメニューをご用
意しております！お買い物の合間やご休憩
の際は、ぜひお立ち寄りください。

一定温度・湿度で管理された、味わい深い
『十八番熟成鶏』のみを使用！こだわりのタレ、
ミネラル豊富な昆布塩でお楽しみください。

9：00～21：00休／なし　TEL 052-212-3711

韓国風からあげ

甘辛く炒めた鶏肉にチーズのせ　　

1 枚

4枚

4枚

1枚

2枚金券 1枚金券

1枚 2枚 3枚金券 2枚 4枚金券

3枚金券

4枚金券1枚金券 4枚金券

4枚金券

3枚

1枚4枚 1枚金券 1枚金券 3枚

3枚金券1 枚 4枚金券 2枚金券

3枚金券2枚金券2枚

3枚金券

1枚 2枚金券

2枚金券

4枚金券

金券マークのお店は、クーポンを金券としてお使いいただけます。金券

各店舗の対象商品ご購入に必要なクーポンの交換枚数です。●枚

①ご注文の時にクーポンを必ずご提示ください。
②クーポンの交換対象商品は、チラシに掲載されている商品です。
※参加店の都合により、商品が変更する場合もありますので、ご了承ください。

③交換可能な時間が各店で異なります。各店にてご確認ください。
④参加店のやむを得ない事情によって、クーポンが利用できない場合がございます。

下記注意事項をよくお読みの上、納屋橋クーポンをご利用ください。

お問合わせ：堀川フラワーフェスティバル実行委員会　
担当：丹坂（ニサカ）090-6096-3270  

❶まず１冊1000円の納屋橋クーポンをご購入ください。

❷このリーフを見ながらまちへGO!

★名駅チケット納屋橋店 11：00～18：00   不定休 ★テラッセ納屋橋 9：00～21:00 ★リッチモンドホテル
ナンバーが花マークのお店00
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韓国料理レストラン ハナ

「都心で暮らす便利さ、楽しさ、豊かさを一緒に感じる身近なパートナーでありたい」が
コンセプト。グルメレストラン・カフェ・フードコート・ホームセンター・サービスショッ
プ・コミュニティーなどさまざまなショップが皆様の生活を豊かに彩ります！！ 
    

ヒト・モノ・コトの「ＨＡＲＭＯＮＡＩＺＥ　ＳＴＯＲＥ」

利利用用用用いいたたただだだだけけけままますすすす

い。
ホテル
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伏見伏見
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