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いの町観光協会

高知銀行サニーマートいの店

サニーアクシス
レストパーク
いの

宮本鮮魚店
088-892-0161
ランチ 11:30～14:00
鮮魚 9:00～18:00
水曜・日曜・祝日　　あり

鮮魚店の中でお食事ができる「宮本鮮
魚店」。その日仕入れたオススメの刺
身に、日替わりのおかずが 7種入った
ボリューム満点の定食をはじめ、お好
きな刺身の単品注文もOK！

4 種のモーニングに日替わりランチ、
親子丼やオムライスなどが並ぶ町のカ
フェ。ピザのテイクアウトも実施して
いるので、お店からすぐ近くの仁淀川
まで歩いて、川を眺めながら食べるの
もオススメ。

刈谷農園が営む有機生
姜をふんだんに使用し
たハンドロールが楽
しめる青空カフェ。
ソイミート、ロース
ト野菜など好みのものを選んでね。セットに付いてくる豆腐
の味噌漬けを巻いたミニロールも絶品！営業日はご来店の前
にインスタのアカウントをチェック！

モーニング 5 種が
終日注文できて、気
軽にコーヒーを楽しめ
る喫茶店。お重からは
み出んばかりのモリモリ日替わり
ランチも人気なので、お腹を空か
せてご来店を！

ちょっぴり辛めのソースと、お
出汁の効いたもっちり生地が特
徴のたこ焼き。イートインはも
ちろん、店内での食事も OK ！辛
さを求めるなら「ソースたっぷ
り！」でご注文を。

惣菜パン、おやつパ
ン、サンドイッチま
で毎日出来立てのパ
ンを提供するパン屋さん。中でもしっとり
柔らかなメロンパンと、食べ応えのある
アップルアーミーはみんなからの人気者！

毎日 10 種以上の
ケーキがショー
ケースに並ぶ「やの
や」。手土産にもピッ
タリな焼き菓子や、ついつい食べたくな
る種類豊富なソフトクリームなどがズラ
リ！シュークリームやプリンもぜひ。

旬の食材を取り入
れながら、誰もがホッ
とするお母さんの手作りの
味を提供。定食に丼と毎日でも
飽きのこないメニュー展開で、みんなの
食生活にそっと寄り添うお食事どころ。

紙の博物館横にある喫茶店。
朝早くからモーニングのお客さ
んで賑わい、昼になると日替わりラ
ンチを提供。そのほか常時用意している焼き魚定食
や、食後にオススメの100円プリンやゼリーもあり。

いの町でおむすびと言えばこ
ちら。おむすび 1 個から購入で
きて、梅、サケ、たらこなどみ
んなが大好きな具が並ぶ。ニンニ
クを効かせた唐揚げ、玉子焼きな
どサイドメニューも一緒にどうぞ。

7種のスパイスを使用した手作りのイ
ンドチキンカレーをはじめ、自家製パ
ンのモーニングを終日提供するカフェ。
看板ネコのメルちゃんもいるので、猫
好きさんはお声がけを♪

さしみ定食 1500 円

ピザモーニング 750 円

ハンドロール2本セット900円

メロンパン120円＆
アップルアーミー150円

ウインナー目玉
モーニングセット590円

たこ焼き 8個 400 円

日替わり定食A750 円

日替わりランチ 850 円

インドチキンカレー 650 円    

休 P

いの町3042

カフェ・チポッラ
088-802-8287
8:00～15:00
土曜・日曜　　あり

いの町西町121

ハーベストいの店
いの町 205 サニーアクシス 1階 カフェミルク

088-855-4472
7:30～17:00
なし　　あり

いの町3607-7

The Roots ino

8:00～15:00
日曜～火曜　　あり

いの町976-977
トレーラーハウス

喫茶 AOI
088-893-5391
7:30～16:00
土曜・月末の日曜
あり

いの町1469

ごはん家いの

050-3774-2220
8:00～19:30
1/1、1/2　　あり

いの町新町 1188
サニーマートいの店内

田中たこやき店
088-892-1754
12:00～16:00
月曜　　なし

088-897-2717
9:30～20:00
なし　   あり

いの町 1700

七彩館

088-892-1681
7:30～14:00
月曜　　あり

いの町幸町63-4

毎週土曜日にオープンするコーヒース
タンド。自家焙煎したコーヒーが楽し
めて、浅煎り～深煎りまでお好みで選
べる。200g 1200円でコーヒー豆の販
売もしているのでお土産にいかが？ Hot・Ice 各 450円

RIVER ＣＯＦＦＥE HOUSE INO

070-4202-5937
12:00～日没まで
日曜～金曜　　あり

いの町3635-1

趣のある古民家ランチがご希望ならこち
ら！バナナやリンゴで甘さを引き出した
ジンジャーソースの生姜焼きに、味噌
スープの冷麺、デミソースの豚カツなど
オリジナリティ溢れるメニューが魅力。

食堂 フライパン
088-893-0502
11:30～14:00
土曜、日曜　　あり

いの町3175 昼は日替わりランチ、チ
キン南蛮定食、パスタラ
ンチを提供し、夜はバル
メニューでおもてなしする街角食堂。
ランチ後は「夜も来てみた～い！」と
お会計する人続出のリピート必至店。 パスタランチ 1200 円

街角食堂 ハラハチ
090-5271-9918     
ランチ 11:00～14:00
バル 18:00～22:00
日曜・祝日・他不定休
なし

いの町3607-4

地元民はもちろん、県外から通
うファンも多いうどん屋さん。うど
んはもちろん、丼メニューや出汁の染み
たおでんなどが楽しめる。よーく見るとラー
メンもあったりとなかなか幅広いラインナップ。 えび天うどん 790 円

さぬき一番

088-892-5452
11:00～19:00
なし　　あり

いの町新町1188 
サニーマートいの店内

店主が厳選し
た肉だけを提供
する焼肉店。特
にホルモン類は全
て地物にこだわっていて、土佐あかうし、
土佐黒牛を中心に仕入れている。特上タン
がある日はラッキーなので迷わず注文を！

特上カルビ1300円
レバー680円
ホルモン700円

焼肉牛苑
088-892-0003
16:00～22:00
火曜　　あり

いの町新町58-2

おむす
びセッ

ト 380
円

おむすび米太郎
088-892-0304
7:00～17:00
月曜　　なし

いの町1704

生姜をベースにし
たお店オリジナルの
タレが決め手の人気メ
ニュー。ほんのり甘くて
ご飯にもビールにもピッタリ。その他、日
替わりランチなどの定食メニューもあり！

唐揚げ620円
（定食840円）

あんど亭
088-892-0559
11:00～14:00、
17:00～21:00
月曜　　あり

いの町 1469-8

ふんわり焼き上げた玉子焼きの中に
シャッキシャキの山芋がかくれんぼ
する夜メニュー。お好みでポン酢を
かけて召し上がれ♪お昼は日替わり
ランチ（600円～ 800円）も提供！

いの町ガイドくらぶ
集合場所：いの町紙の博物館ほか
利用時間：10 時～15 時
所要時間：約 1時間
料金：1200 円～（保険・ガイド料・お土産付）
※2名から受付
※いの町紙の博物館入館体験料別途

山芋の玉子焼き 450 円

駅前食堂 楽家
090-3184-2344
ランチ 11:30～15:00
居酒屋 16:30～22:00
不定休　　なし

いの町新町36

地元食材をふんだんに使った日替わりや
グリーンカレー、ナンプラーの生姜焼き、
唐揚げランチなどを提供するカフェ。
店内はもちろん、お天気の良い日は外の
テーブル席での食事も気持ちいい！

ルーロー飯 800 円

コクバンカフェ
090-3688-3727
9:00～16:00
日曜　　あり

いの町3175

苺のショートケーキ420円＆
ガトーショコラ380円

PATISSERIE やのや
いの町 205 サニーアクシス 1階 
088-892-1212
9:30～21:00
なし　   あり甘辛く煮込んだ牛すじのお好

み焼きに、トロトロの半熟玉子
とネギをトッピングしたねぎ月
見焼きをはじめ、本日のお好み焼
き + ソフトドリンクかソフトクリーム
が付くランチセット（700 円）も人気。 ねぎ月見焼き935円

はこべ いの店
いの町205
サニーアクシス1階 
088-892-2115
11:00～21:00
なし　   あり

季節の食材を使った料理と
地酒を取り揃える「かつ庵」。
脂ののった鯖と薬味たっぷりの
寿司飯で作る棒寿司は店主イチオシの
一品。刺身やタタキのほか、アヒージョ
といった洋メニューもご用意。 さばの炙り棒寿司 880 円

お弁当 1870 円

季節料理 かつ庵
088-803-6455
18:00～23:00
日曜　　なし

いの町2273-1

魚を知り尽くし、京
都の割烹料理店で腕
を磨いた店主が土佐
の魚や最高の食材でもてなす割烹。懐石料理の雰囲気を気軽に楽し
めるお昼のお弁当は予約がなくても提供できるので、ぜひ職人の味
に触れてみて。

うを兼
088-892-0216
11:30～14:00、
17:30～要予約
不定休　　あり

いの町1184-7

臭みがなく子どもでも食べやす
い豚骨ラーメンと、極太麺にて
んこ盛りの野菜を乗せ、ガツン
とニンニクを効かせた二郎イン
スパイアの 2 タイプが楽しめる
ラーメン店。お好みで選んでね！

豚骨ラーメン 750 円＆
むつこいが！！ 830 円

とんこつらーめん神（JIN）
サニーアクシスいの店

088-879-0585
11:00～21:00
なし　   あり

いの町 205 サニーアクシス 1階

088-802-6909
11:00～21:00
なし　   あり

いの町205サニーアクシス 1階

からあげグランプリで連
続金賞の経歴を誇る「カ
リッジュ」。ニンニク・生姜
不使用、醤油ベースのオリジ
ナルタレに漬け込んで揚げる唐
揚げを筆頭に、お弁当や期間限定
メニューなど幅広く用意。

カリッジュ
サニーアクシスいの店

昔ながらの雰囲気を残すカウン
ターがメインのラーメン店。定
番のラーメンから、五目そば、
唐揚げ、ギョーザとそれぞれの
メニューに根強いファンがい
て、遠方から通う人も多い。 ラーメン 550 円

味園

088-893-5018
11:00～18:00
日曜・祝日　　なし

いの町 1692-9
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【企画・発行】　いの町ガイドくらぶ

※掲載価格、店データ等は、2022 年 4 月現在の情報です。

【事務局】　いの町観光協会  088-893-1211

ポークジンジャーステーキ定食 850 円

骨なし唐揚げ 5個 530 円
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いの町
おいしい
まちめぐり

たのや

リバーコーヒーハウスイノ

いの町中心街の
おいしいものをめぐって楽しもう！

ガイドさんと一緒に
いの町をめぐりませんか？

【お申込み・お問い合わせ】
いの町観光協会　088-893-1211
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