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INAMI

加古川・稲美エリア

KAKOGAWA

1 Marble Cafｅ（まーぶるかふぇ）
2 かうらい屋
3 健康サロンつぼめ
4 味処いりふね
5 黒毛和牛専門店 聖
6 洋菓子のお店 Intimité KOSEKI
7 カフェ＆ダイニング サンキュー
8 寿司たつ

1
2

3
　兵庫県南部の播磨灘に面した加古川市は、重化学工業地帯
の南部と農村風景の広がる北部とで全く違う景観があり、
二面性が見られます。また、戦後、加古川駅前の食堂で考案さ
れたと言われる名物「かつめし」は、加古川市民のソウルフー
ドとなっています。

加古川市

加古川と明石川に挟まれ、田園風景が魅力的な稲美町。
古代では「印南野」、播磨国風土記では「入波」、万葉集では
「稲日・稲見」と呼ばれ、数多くの和歌にも詠まれています。
また、温暖で降雨量の少ない気候で栽培される「いなみ野
メロン」は絶品の味わいです。

稲美町

4 5

67

8

1 Marble Cafｅ
（まーぶるかふぇ）

加古川市野口町良野 1762 番地

080-4020-8835
http://www.jam-home.com/

喫茶店と猫カフェ
喫茶店と猫カフェが一緒になっ
た２Wayスタイルです。ほっ
こり癒されるアットホームなカ
フェです。手作りにこだわった
ランチ、可愛い猫達に是非、癒
されにお越しください。

加古川支店

2かうらい屋

加古郡稲美町蛸草 1477 番地

079-496-2888
https://koraiya.com

石焼ピビンバ

加古川支店

5黒毛和牛専門店 聖
黒毛和牛コロッケ

肉は黒毛和牛を贅沢にコロッケの
30％を使用、じゃがいもにもこだ
わりアンデスレットというコロッケ
に適した希少品種を使用、玉ねぎは
淡路島産と今までに食べたことのな
いコロッケが誕生しました。

加古郡稲美町六分一 1179-96

079-492-0600
https://29hijiri.com/

加古川市野口町良野 785番地１F

079-497-7816
https://tsubome.com

稲美支店

7カフェ＆ダイニング
サンキュー

加古郡稲美町国岡 320-2

079-492-0508
https://www.instagram.com/inamichouthankyou/

カツライス（かつめし）
昔ながらのソースは、12 時
間コトコト炊いてます。シャ
キシャキの野菜・稲美の米と
カツの相性もバッチリです !!

稲美支店

8寿司たつ

加古郡稲美町草谷 665-1

079-495-4116
https://www.instagram.com/inakanosusiya/

にぎり定食（うどん・そば付）
ゆったりと落ち着いた空間で新鮮
な魚が堪能できます。定番料理の
「にぎり定食」は、若者からお年寄
りまで人気のメニューで、地域から
愛されるお寿司を目指しています。

稲美支店

6洋菓子のお店
Intimité KOSEKI

洋菓子各種（クリーム入りクロワッサン・
シュークリーム・ケーキ・マカロン・焼き菓子等）

KOSEKI のケーキや焼き菓子は特に
生クリーム・バターにこだわり、やさ
しさもたっぷり込めています。贈り物
や記念日、自分へのご褒美にいかがで
しょうか。

稲美支店

3健康サロンつぼめ
岩盤浴、アロマセラピー、かっさ

加古川支店

お昼のご膳 100 円 OFF します。
＊1,100 円以上のご膳に限る。グループ全員
　利用可。ランチのみ利用可。

4味処いりふね

特典

いりふねご膳

加古川支店

店舗
販売
店内
飲食

店舗
販売
店内
飲食

店舗
販売
店内
飲食

稲美町にて焼き肉店「かうら
い屋」を営業しています。

加古川市にて、アロマ
オイルの販売と岩盤浴・
アロマセラピーを行い、
お客様に「癒し」を提
供しています。

店舗
販売
店頭
販売

加古川の「味処いりふね」です。

加古川市平岡町二俣 73－5

079-435-8555
https://ajidokoro.com

加古郡稲美町国岡 3丁目 18-7

079-492-2299
http://www.ho-koseki.com/

店舗
販売
店内
飲食

店舗
販売
店内
飲食

各種ランチ880円～1,250円（税込）
特典価格50円引き＊他サービスとの併用不可　　　　
　　　　　

特典

ランチタイム▶11:30 ～ 14:30

当店人気メニューである「石焼ピビンバ」を注文された
お客さまに、デザート（アイスクリームまたはシャーベット）
をサービスします。　　　　　　　　　

特典

岩盤浴、アロマセラピー、かっさの施術をされた
方に、国際的基準をはるかに超えた「純度」と「成分」
の確かな品質保証であるエッセンシャルオイル「レ
モン」２㎖をプレゼントします。

特典
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