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地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
蒲郡オレンジパーク

10︓50 ～ 11︓50

年中果物狩りが楽しめます
蒲郡は温暖な気候の海辺の町です。雨が降ることもまれで年
に 10％ほど。そんな温暖な気候を活かしたフルーツ栽培が盛ん
です。「蒲郡オレンジパーク」では、いちご、メロン、ぶどう、
みかんと 1 年中果物狩りが楽しめます。

メロン食べ放題
ハウス内で栽培されているメロンは、9 月の末日ま
でメロン狩りができます。
食べ放題なら 2592 円～、自分でメロン 1 玉選んで
お土産用に切るほか、試食（２/８切れ）付であれば、
1836 円（8 月 31 日まで）、2160 円（9 月末まで）と
お値打ちです。

巨峰も食べ放題
同時期に食べごろなのは巨峰。8 月中旬から 9 月中
旬までで、大人 1620 円、子ども 1512 円、幼児 1080 円。
食べ放題なので、存分に食べられるところですが、こ
れはハウス内の暑さとの戦いになりそう。

営

業

9:00 ～ 17:00

年中無休

駐車場

無料駐車場あり

住

蒲郡市清田町小栗見 1－93

所

ＴＥＬ

0533－68－2321

ＵＲＬ

http://www.orepa.jp/

夏～秋

オススメ期間

地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
蒲郡オレンジパーク

10︓50 ～ 11︓50

年中果物狩りが楽しめます
蒲郡は温暖な気候の海辺の町です。雨が降ることもまれで年
に 10％ほど。そんな温暖な気候を活かしたフルーツ栽培が盛ん
です。「蒲郡オレンジパーク」では、いちご、メロン、ぶどう、
みかんと 1 年中果物狩りが楽しめます。

みかん狩り
蒲郡でみかん狩りをするならここ。園内食べ放題な
ので、せっかくならスタッフの人においしいみかんは
どんな木になるかを教えてもらうのが秘訣かも。園内
食べ放題＋１㌔のお土産付。大人 1188 円、小人
1080 円、幼児 540 円。幼児はお土産なし。

いちご狩り
清潔なハウスの中で甘くて大粒のいちごを膝から胸
の高さで摘み取って味わえます。車椅子（事前申し込
み）の方でも OK。いちごは、章姫、ゆめのか、紅ほっ
ぺののほか今年はかおりの、おいＣベリーの５種類。
1 月 1 日から毎日。完全予約制。時間無制限、園内食
べ放題、離乳おかわり自由。

営

業

9:00 ～ 17:00

年中無休

駐車場

無料駐車場あり

住

蒲郡市清田町小栗見 1－93

所

ＴＥＬ

0533－68－2321

ＵＲＬ

http://www.orepa.jp/

冬～春

地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
松月

12:10 ～ 13:10

形原の人気店「食堂 松月」
形原漁港近くで魚料理を食べたければ、
「食堂

松月」がお勧

めです。その日、音羽（おっぱ）港からあがった新鮮な魚を使っ
た料理は、どれもでおいしい。食堂と言うだけあって、魚ばかり
ではなく、焼き豚定食、牛焼肉定食、とんかつ定食などのメニュー
が並びます。地元の人たちに愛される人気店です。

地元の魚種を選ぼう︕
松月のメニューで目を引くのが一品料理。刺身盛り
合わせ（手長エビ）でも、マグロやカツオ、ブリなん
かは出てこないからすごい。赤ムツ、黒ムツのあぶり
刺し、カサゴの煮付けやトラカサゴ、ワガ煮付け、ざ
るエビ塩茹でなど、地元の魚満載の毎日代わるメニュー
です。

お手軽なのは日替わりランチ
日替わりランチは、950 円から。ランチのメニュー
もいろいろあって楽しい。1 品料理を選んだ場合は、
プラス 300 円でご飯とお味噌汁の定食に。プラス
100 円でコーヒー付になるのでお得感いっぱい。ただ、
昼食時は混むので、時間をずらすのがお勧め。
写真はワガ煮付け定食（上・1300 円）とアナゴの
天ぷらそば（下・950 円）
営

業

11︓00 ～ 15︓00、16︓30 ～ 21︓00

住

所

蒲郡市形原町三浦町 12－10

ＴＥＬ

0533-57-3322

水曜定休

地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
味のヤマスイ

13:15 ～ 13:45

新鮮で活きのいい魚介類が豊富
三河湾の海の幸が水揚げされる蒲郡形原漁港の一角にあるヤ
マスイ。同工場で加工して出来上がる海産物、ひものは飛び切
りの美味しさです。三河湾の味を堪能できます。

メヒカリの唐揚げ
メヒカリは深海性で目が大きく、眼球が青く光って
見えることから “メヒカリ（目光り）” と呼ばれていま
す。大きさはキスぐらいで身は白身で脂がのっていま
す。凍ったまま油の中に入れて揚げるだけで美味しく
いただけます。試食もありますので、ぜひお試しくだ
さい。

炭火焼きコーナー
お客さん自ら大アサリやアジ、アナゴ、カマス、甘
ダイ、タチ魚、メヒカリなどの干物を焼いて食べるこ
とができます。

営

業

8:00 ～ 15:30

駐車場

無料駐車場あり

住 所

蒲郡市形原町港町 88（形原漁港内）

ＴＥＬ

0533-57-1155

ＵＲＬ

http://www.yamasui.net/

地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
パワースポット竹島

13:55 ～ 15:55

蒲郡のシンボル竹島
三河湾に浮かぶ小島、竹島。周囲 680m、面積 1.9ha。対岸
からは、縁結びの橋と言われる 387m の竹島橋で結ばれ、大鳥
居の下にも橋がかかっています。
また、対岸とは大きく異なる暖地性の植生を持つ特異的な環
境で、昭和 5 年天然記念物に指定されました。

昭和 28 年か

ら行われた調査では、サカキカズラ、カゴノキ、キノクニスゲ
など 238 種の高等植物が自生。“竹島” と呼ばれる由来となった、
縞の入った竹も現存しています。

八百富（やおとみ）神社
八百富神社は三河の国司であった藤原俊成卿が琵琶
湖の竹生島より勧請しました。開運、安産、縁結びの
神として古くから広く世に知られています。日本七弁
財天の１つ。

海辺の文学記念館
明治末期に名古屋の実業家、滝信四郎さんが建てた
料亭旅館「常盤館」は、大正・昭和期に菊池寛や志賀
直哉、谷崎潤一郎、川端康成、井上靖など多くの文人
たちが訪れました。ＮＨＫ朝の連続テレビドラマ「花
子とアン」の白蓮も宿泊しました。
老朽化と世相の移り変わりで廃業となり、昭和 57
年に取り壊され、常盤館の趣きを再現した「海辺の文
学記念館」が建てられました。
館内では、5 年後、10 年後の自分に宛てた「時手紙」
を投函することができます。

営

業

９:00 ～ 17:00（時手紙・抹茶の 15 時まで）
火曜定休

駐車場

駐車場あり（無料 or 有料）

住 所

蒲郡市竹島町 15－62

ＴＥＬ

0533-67-0070

オススメ期間

地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
和菓子甘味 秀月堂

16:00 ～ 16:40

蒲郡一の人気かき氷屋さん
昭和 45 年、店主の竹内秀明さんが甘味屋さんとして創業。平
成 12 年から息子の孝浩さんがかき氷屋さんに変身させました。
秀月堂の氷は、細かくて舌の上にのせるとすぐ溶け、美味しさ
が伝わります。
夏は、「常連さんはほとんど来なくなりますね」というほど、
長蛇の列。時間をずらして食べにいくのがコツかもしれません。

蜜や餡（あん）は自家製
イチゴの時期にはイチゴのシロップ、梅の時期には、
青梅を収穫し、シロップやジャムを手作りした「青梅
氷」（630 円・期間限定）、グレープフルーツやレモン
など、すべて自家製のシロップを使用。

桃をそのま

まつぶしてシロップにする生桃氷（680 円・夏休み限
定）も大人気。もちろん餡も自家製です。

モーニングセットもお得
モーニングセットは、珈琲（370 円）＋60 円でトー
スト（バター・餡・ジャムかを選べます）にフルーツ
サラダ付。モーニングセットのお客さまも多い。
営

業

8:00 ～ 18:00

毎週月曜日、第３火曜日

駐車場

無料駐車場あり

住 所

蒲郡市新井町８の５

ＴＥＬ

0533-69-0620

ＵＲＬ

http://www.shugetsudo.com/

夏～秋

オススメ期間

地元っ子が愛する

蒲郡のパワースポットと
地元グルメを満喫︕
和菓子甘味 秀月堂

16:00 ～ 16:40

蒲郡一の人気かき氷屋さん
昭和 45 年、店主の竹内秀明さんが甘味屋さんとして創業。平
成 12 年から息子の孝浩さんがかき氷屋さんに変身させました。
秀月堂は１つ１つの素材と風味を生かし、素材選びから製法ま
で工夫しています。かき氷は、細かくて舌の上にのせるとすぐ
に溶け、美味しさが伝わります。冬場にもかき氷があるほか、
ぜんざいやあんみつもお勧めです。

蒲郡みかんのかき氷
色鮮やかでみかんの味そのままの甘くて美味しいか
き氷。自宅で採れたみかん（宮川）を生搾りし、その
氷に合うような自家製蜜を作って提供。小さめの食べ
切りサイズなので、寒くても大丈夫。430 円。
ミニあんみつやぜんざいとセットにもできます。

甘味控えたぜんざいやあんみつ
甘味屋さんとあって、ぜんざいやあんみつも大人気。
オリジナル小倉あんは、生産者を限定した北海道産の
小豆（有機大納言）を使用、甘さ控え目です。
お餅も秀月堂でついており、ほとんどが自家製。餅
入りぜんざい 620 円。
営

業

8:00 ～ 18:00

毎週月曜日、第３火曜日

駐車場

無料駐車場あり

住 所

蒲郡市新井町８の５

ＴＥＬ

0533-69-0620

ＵＲＬ

http://www.shugetsudo.com/

冬～春

