
K木曽川犬山緑地～サリオパーク祖父江 
k138タワーパークは→P4 Jレンタサ
イクル貸出は9時30分～16時15分（11
～2月は～15時30分） Gレンタサイクル
1台200円（電動アシスト付300円） ip 
138タワーパークは→P4 

木曽川に沿って走る40.7㎞ものサイク
リングロード。愛知県側のコースは、
犬山市から一宮市までを結ぶ。大野
極楽寺公園や138タワーパークでは、
手頃なレンタサイクルも用意している。

t0586-28-8634（一宮市役所 公園緑地課）
MAP P20A2～B1

大野極楽寺公園や138
タワーパーク内にもコ
ースが設けられている

心地よい風を感じて
レッツサイクリング！

各公園内に設置されたサイクリング
コースに併設して、遊歩道も整備
されている。豊かな水を湛えた木
曽川を眺めてのんびり散策して。

t0586-28-8634
（一宮市役所 公園緑地課）

遊歩道もある！

動画もチェック

o一宮市側に船頭さ
んが待機している

木曽川の雄大さを気
軽に体験できる！

K一宮市西中野番外 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮
駅から名鉄バス西中野行きで32分、西中野下車、
徒歩5分 J8時30分～11時30
分、12時30分～14時30分、15
時30分～16時30分（乗船受付
は各15分前、岐阜県側は20分前
まで） G乗船無料 i月・木曜（増
水・強風時は欠航） p3台

木曽川に現存する唯一の渡船。
一宮市西中野と対岸に位置する
羽島市下中町を結ぶ。木曽川
は川幅が広く、橋の本数が少な
いことから今なお渡船が運航し
ている。乗船時間は約5分。

t0586-72-1415
（愛知県一宮建設事務所） MAP P20A3

詳しくチェック

国の名勝・天然記念
物にも指定される

K一宮市冨田字砂原2118 k名鉄尾西線萩原駅からi-バス尾西
南コースで12分、東加賀野井下車、徒歩3分 J9～16時 Gバ
ーベキュー場・パークゴルフ場利用無料 i無休 p112台

利用無料のバーベキュー場やパークゴルフ場などがある一宮
市民の憩いの場。バーベキュー場にはかまどが設置されてい
るが、食材や飲み物、炭、網などの道具は各自で持ち込みを。

t0586-85-7079
（一宮市役所 スポーツ課）
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o夕刻には空
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水と緑の豊かな恵み！

動画もチェック 木曽三川のひとつ木曽川が18㎞にわたって流れる一宮市。日本
で一番大きな国営公園である木曽三川公園を筆頭に、木曽川界隈
には多彩な遊び場が揃う。晴れた日の週末は木曽川におでかけ！
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毎年GWに開催される市民参加型のイベント。
一宮市消防音楽隊や地元中学校のブラスバン
ド演奏、消防放水体験など多彩な催しがある。

t0586-28-8636
（一宮市役所 公園緑地課）

毎年恒例のイベント！

o展望タワー「ツ
インアーチ138」
は、一宮にちな
んで高さ138ｍ

いちのみやリバーサイド
フェスティバル

［開催］

5月3～5日

魅力
いっぱい！！

大野極楽寺公園

国営木曽三川公園
138タワーパーク

木曽川堤の桜

木曽川 北方・
川釣り体験場（マス釣り場）

l釣り場には毎日フレッシ
ュなニジマスが放流される

n船内では椅
子に腰掛けて
静かに乗船を

冨田山公園

西中野渡船場

K一宮市浅井町大野字小屋裏1400
kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から名鉄バ
ス川島行きで23分、大野下車、徒歩1分 
J8時30分～17時15分（バーベキュー場
は～16時）※施設により異なる Gバーベ
キュー1炉1000円（持ち込み1炉500円） 
i管理棟は月曜（祝日の場合は翌平日） 
p第1・2駐車場計300台

138タワーパークに隣接した一
宮市のレクリエーション拠点。
広々とした園内にはバーベキュ
ー広場をはじめ、野球場や芝生
広場、グラウンドゴルフコースな
ど、さまざまな施設が整っている。

t0586-51-3015 MAP P20B1

o園内には子
どもが遊べる
遊具も

n毎年春と秋には
キャンプイベント
「キャンピクニッ
ク」を開催

mバーベキュー広場にはテーブ
ルタイプの屋外炉と、炊事棟に
設置された炊事棟炉がある

四季折々の花が咲き誇り、年間150
万人以上が訪れる26.4haもの公園。
園内には大芝生広場や英国風花
壇、樹冠回廊などが整備され、老
若男女を問わず自由に過ごせる。自
然体験や季節ごとのイベントも開催。

t0586-51-7105 MAP P20B1

基本データは→P4

K一宮市浅井町・光明寺・北方町　kJR尾
張一宮駅・名鉄一宮駅から名鉄バス一宮総
合体育館行きで30分、138タワーパーク下
車、徒歩5分 G観賞自由
p138タワーパーク900台

木曽川堤沿い約9㎞に渡って続く見事
な桜並木。明治18年（1885）に堤
防一帯に植栽され、ヒガンザクラやシ
ダレザクラを中心に400本以上が咲き
誇る。見頃は3月下旬～ 4月上旬。

t0586-28-9131（一宮市観光協会）
MAP P20B1

MAP P20A2

K一宮市北方町北方字東大日一42-1
地先 k東海北陸自動車道一宮木曽川
ICから車で10分 J8～16時 Gルア
ー・フライ3000円（12～16時は2000
円） i10月中旬～4月中旬の期間中無
休（増水による休業あり） p100台

木曽川を利用したルアー＆フライ専用
の管理釣り場。釣り竿やリールはレン
タル（有料）ができ、ルアーの販売も
しているので手ぶらで行っても楽しめ
る。釣り上げたマスは持ち帰りOK！

t0586-87-3222（木曽川漁業協同組合）
MAP P20B1 木曽川沿川

サイクリングコース
●きそがわえんせんさいくりんぐこーす

西中野渡船場
●にしなかのとせんじょう

大野極楽寺公園
●おおのごくらくじこうえん

木曽川堤の桜
●きそがわつつみのさくら

木曽川 北方・川釣り
体験場（マス釣り場）
●きそがわ きたがた・かわつりたいけんじょう（ますつりじょう）

冨田山公園
●とみだやまこうえん

国営木曽三川公園
138タワーパーク
●こくえいきそさんせんこうえん 
いちさんはちたわーぱーく

楽
し
く
遊
び
、
運
動
し
て

心
身
と
も
に
健
康
に
！

熟練アングラーにも人気！
ニジマスを釣り上げよう

花々と緑がいっぱい
の

国営公園での～んび
り

ピンクに染まる
桜のトンネルを散策！

パークゴルフやBBQで
充実のオフタイムを満喫

l四季折々の景観も楽しめる

MAP P20A2～B1

無料で乗れる渡船で

木曽川を横断しよう
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に迫る尾州織物尾州織物魅力魅力
一宮市が位置する尾州は、イタリアのビエラ、イギリスのハ
ダースフィールドと並ぶ世界三大毛織物産地。尾州ウールを
はじめとするハイクオリティの織物は、国内外からの評価も高
い。そんな尾州織物の魅力に、多彩な角度から迫ってみよう！

動画もチェック

K一宮市本町8-11 kJR尾張一宮駅・名鉄
一宮駅から徒歩10分 J10～15時 G入館
無料 i月曜（祝日の場合は翌日） p20台

一宮市
豊島記念資料館
●いちのみやしとよしまきねんしりょうかん

艶金（つやきん）興業旧蔵の染色
整理機械類および、一宮市博物
館が収集した織機類を収蔵・展
示。機織りの初期から動力織機、
自動織機へと変わる織機の発展
の段階を見て、学ぶことができる。

t0586-46-3215（一宮市博物館）
※見学希望日の7日前までに要予約

MAP P20A2

学ぶ

体験

平成19年（2007）に近
代化産業遺産群に認定

o糸に強度を
つけるため使
われた八丁式
手動撚糸機

l 昭 和23年
（1948）に 制
作された豊田
式力織機

ココに注目！
学芸員

神田年浩さん

5世紀ごろの地機（じば
た）から近代の織機まで、
約25種の織物関連遺
産を見ていただけます。

ココに注目！
取締役社長
木全元隆さん

丸編機のあるニット工
場やガラ紡を見て、簡
単な体験ができる見学
ツアーも始まります！

K一宮市大和町馬引焼野48 kJR尾張一宮
駅・名鉄一宮駅から名鉄バス起行きで4分、
馬引下車、徒歩5分 
J10～16時（所要約
1時間） G見学無料 i
土・日曜、祝日 p20台

国島
●くにしま

嘉永3年（1850）創業の毛織物メーカ
ー。糸を整える整経から織布、検査ま
での一連の製造工程を見学できる。

t0586-45-0181
（3日前までに要予約）

MAP P20B2

動画もチェック

K一宮市木曽川町玉ノ井宮前1 k名鉄尾西
線玉ノ井駅から徒歩2分 J8～12時、13～
17時（所要約1時間） 
G見学無料 i金・土・
日曜、祝日 pあり

葛利毛織工業
●くずりけおりこうぎょう

昭和初期より変わらずションヘル織機を
使った生地作り。ノコギリ屋根の工場を
はじめ、全棟が国登録有形文化財。

t0586-87-3323
（要予約。日程は応相談）

MAP P20B1

動画もチェック

K一宮市篭屋5-1-1 k東海北陸自動車道一
宮西ICから車で5分 J10～14時開始（所要
約2時間） G見学無料

（受付は5～9名）※10
名以上は要相談 i土・
日曜、祝日 p10台

ソトー
●そとー

会社紹介のDVDを視聴した後、工場
見学へ。毛織物の生地がテキスタイル
になるまでを見学できる。質疑応答も。

t0586-45-1121
（10日前までに要予約）

MAP P20B2

動画もチェック

もっと学べる工場見学！

K一宮市西萩原字上沼40 k名鉄尾西線萩
原駅からi-バス尾西南コースで21分、西浦
公民館下車、徒歩7分 J9～17時 i日曜、
祝日 pあり

木玉毛織 ●きたまけおり
明治初期に発明された日本独自
の紡績機「ガラ紡」で糸を紡ぐ。
使うのはオーガニックコットンのみ
で、糸はもちろんバス＆キッチン
やベビー用品、衣類なども製造販
売する。手織教室も開催している。

t0586-68-1131 MAP P20A3

綿を詰めた筒を回転
させて糸を巻き取って
いく仕組みのガラ紡

oガラ紡糸で仕
上げた自社製品
を販売するショ
ールームもある。
見学は予約制

o手織教室の体
験は定員1日2名

l工場内に「尾州のカレント 新見本工場」が
2021年4月22日にオープン！

YUT@CAFE
●ゆたかふぇ

のこぎり屋根の織物工場をセルフ
リノベーションしてカフェに。どこ
か懐かしい雰囲気が漂うウッディ
ーな店内で、手作りしたランチや
ハンドドリップで淹れるコーヒー、
デザートなどがゆっくりと味わえる。

t090-8077-5588 MAP P20B2

K一宮市篭屋4-11-13 
k東海北陸自動車道一
宮西ICから車で5分 J
11時30分～17時（16時
15分LO） i無休 p8台

動画もチェック

m織物工場をセルフリノベーション

l店の隣には古い織機が残ったイ
ベントスペース「のこぎり二」も

ハイサイドライト
のやさしい光が
店内に降り注ぐ

食べる

手作りのデミソースがかかった
トロトロの卵が炊き込みご飯
にオン。サラダ＆ミニスープ付

とろとろたまごのオムライス
950円

黒板のデザートを選び、バニラアイスを添えて。
ドリンクとのセットで合計額の100円引きに

彩りデザートプレート

＋抹茶ラテ560円）
860円（濃厚ガトーショコラ400円

K一宮市栄4-5-11 kJR尾張一
宮駅・名鉄一宮駅から徒歩5分 J
10～18時（店舗により異なる） 
i月曜（祝日の場合は営業）※店
舗により異なる pなし

Re-TAiL ●りている
近代建築技術が詰まった旧尾西繊維織
物同業組合の建物に、ファッションにま
つわる10の店が入居。尾州織物を中心
に扱う素材のショップやアパレルショップ
など、ジャンルも多彩だ。

t0586-59-2105

動画もチェック

lアーチ窓やスクラッチタイルの意匠が美しい

nしなやかで色
落ちしにくい尾
州デニムが人気
の「RANHERRI」

「RRR MATERIAL PROJECT」で
は、3000種以上の糸や生地を扱う

ココに注目！
マネージャー
古橋裕美さん

市場に流通しないような
生地の販売も！不定期
でファッションイベントな
ども開催しています。

ココに注目！
店主

岩本妃美子さん

料理にケーキ、ドリンクもす
べて手作りしています。イベ
ントやワークショップもぜひ！

築80余年のレトロビルに
繊維のモノ・コトが集結

K一宮市大和町馬引字南正亀4-1 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅
から名鉄バス起行きで3分、繊維センター前下車、徒歩5分 
J9～17時 i12月28日～1月4日 p90台

一宮地場産業ファッション
デザインセンター
●いちのみやじばさんぎょうふぁっしょんでざいんせんたー

“尾州ブランド”の確立を目指し、国内外で幅広く
活動を行う施設。1階にある常設展示場では、コ
ンテストの優秀作品やさまざまな生地が見られる。

t0586-46-1361 MAP P20B2

ココに注目！
一宮市活力創造部商工観光課
繊維グループ　山田有里さん

日本一の毛織物産地・尾州の
生地を使った「尾州マーク」の付
いた製品の販売を行っています。

買う

n東京で行った尾
州の生地の展示
会にて、実際に使
用した生地や仕立
てた服を紹介

m尾州で織られた
生地で作られたポ
ーチ2000円。バッ
グのなかを整理す
るのに便利

尾州織物って？ 尾州マーク認定制度
一宮市を中心とした尾州エリ
アで生産される毛織物。糸
から織物になるまでの全工程
を、地域内で分業・協業し、
毛織物の国内生産量の約8
割を担う。なかでも、尾州ウ
ールは世界に冠たるブランド
として高いクオリティを誇る。

尾州の生地を使った製
品であることを認証す
るマーク。尾州産地で
培われた高い技術や
意匠性を活かした生地
が特徴で、ブランドと
質を保障する。商品購
入のひとつの目安にも！

国内最大の毛織物産地！

の
のこぎり屋根の工場が

おしゃれなカフェに！

手織教室の体験は完全予約
制。先生の指導でティーマッ
トが作れる。所要は約2時間

体験教室
1500円

J手織教室は10～16時 G手
織教室受講半日1000円～（初
回登録料3000円、織機使用
料1カ月1000円が別途必要） 
i火・金・日曜、祝日

肌にもやさしい風合いの
ガラ紡糸にこだわりあり！

展示された遺産群から
繊維工業の歩みを知る

MAP P20A1

lスーツのパターンオ
ーダーができる「国島 
CONCEPT TAILOR」

目移りするほど美しい
尾州織物の魅力を体感
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lランチ1100円～
の利用もおすすめ！

プリンセスモーニング
ドリンク代＋330円
（注文は2名～）

まるで豪華なアフタヌーンティ
ー！サンドイッチ、シフォンケ
ーキ、オムレツ、サラダ付き
モーニング  9～11時

モーニングData

新5段パンケーキセット
ドリンク代＋350円

焼きたてのパンケーキがなんと
5枚も！ゆで卵やサラダ、スープ、
ソフトクリームも付いて超お得
モーニング  8～21時

モーニングData

c o u p o n

※1冊につき1グループまで有効
※2022年5月31日まで有効

ランチ利用の方に
ソフトドリンク1杯サービス

こむぎ君の
スコーンモーニング

ドリンク代＋110円
手作りのスコーンやスペ
イン風オムレツ、サラダ、
デザートが一皿に

【一宮モーニングって？】
一宮のモーニングは、ガチャマン景気に湧いた昭和30年代に
誕生。繊維業者が打ち合わせで頻繁に喫茶店を利用してくれ
るため、コーヒーにゆで卵とピーナツをサービスしたのが始まり
とか。しかも、喫茶店の数は県内で第2位だ！また、最近で
はモーニングのテイクアウトを実施しているお店も増えている。

一宮モーニング公式キャラクター

「I
イ チ モ

CHIMO」
顔は一宮モーニングの原点
である卵と、 朝の太陽をイ
メージ。 衣裳は繊維の町・
一宮らしくモーニングで、靴
もコーヒー色にこだわる。

一宮モーニング三カ条
【一】一宮市内の飲食店で提供されること。
【二】起源に倣って、卵料理を付けること。
【三】できるだけ一宮産の食材を使うこと。

K一宮市八幡3-6-4 k名鉄尾西線西一宮
駅から徒歩2分 J9～15時 i日・月曜 p4台

こむぎ君のキッチン
●こむぎくんのきっちん

料理教室の先生が始めたカフェ。
国産の小麦粉で焼き上げた食パ
ンやこだわりの卵を使い、料理も
ソースからドレッシングまですべて
手作り。なかでも、1日7セット限
定のプリンセスモーニングは圧巻！

t070-1610-2021 MAP P20B2

こちらも
人気

lナポリタン540円など、
食事のテイクアウトも好評

得盛りバスケット
ドリンク代＋100円

店内で焼き上げる5種類の菓子パ
ンにサラダなどが付く。平日限定

こちらも
人気

K一宮市浅井町大日比野清郷95-3 
kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から名鉄
バス川島行で20分、島村下車、徒歩
8分 J8～22時（料理21時LO、デザー
ト21時30分LO） i無休 p60台

グリーングリル
●ぐりーんぐりる

一日中モーニングが楽しめるカフェ
&レストラン。和洋を問わず、15種
類以上のモーニングを用意してい
る。14時以降はドリンクの注文で
パフェなどのデザートをサービス！

t0586-53-2022 MAP P20B1

スペシャル
モーニング 

チーズカレー
1200円

パンの器が通常の1.5
倍！オーブンで焼くか
らチーズがトロトロ～

器
ま
で
食
べ
ら
れ
る
　!?

本
格
洋
食
モ
ー
ニ
ン
グ

こちらも
人気

K一宮市千秋町佐野郷西40-1 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅からi-
バス千秋町コースで29分、佐野西下車、徒歩7分 J6～17時 i水
曜 p20台

COCORO 
CAFE ●こころ かふぇ

特注のパンの器を使ったスペ
シャルなモーニングは全5種
類。ビーフシチューやミートド
リアなど、洋食レストランで修
業経験のあるご主人が調理す
る。数量限定なのでお早めに。

t0586-52-4684 MAP P20C2

l過去にはモーニングの
グランプリで金賞も受賞！

スペシャルモーニング 
ビーフシチュー　1000円

やわらかく煮込んだ牛肉や野菜がゴロゴロ。
パンの器は最後にトーストして食べてもいい
モーニング  6～16時

モーニングData

lテーブルとカウ
ンター席を用意

c o u p o n

※1冊につき4名まで有効
※2021年8月31日まで有効

ランチタイムにお食事の方に
ソフトドリンク1杯サービス

モーニングサービス
ドリンク代のみ

自家製クロワッサンとプ
チデザート、ミニサラダ。
コーヒーは420円

ホットサンドセット
ドリンク代＋150円

ホットサンドはハムチー
ズ、ツナサラダのいず
れかを選択できる

こちらも
人気

豪華シフォンセット
（数量限定） 880円
シフォンケーキとカットケーキ5
～ 6種類を盛り合わせ。自家
製のクロワッサンとサラダ付き
モーニング  9時30分～11時

モーニングData

炊きたて御飯の
たまごかけ御飯セット 

ドリンク代＋138円
炊きたてのご飯に、一宮産「う
きのタマゴ」をかけて食べる和
風セット。味噌汁、小鉢付き
モーニング  9～11時

モーニングData

朝からケーキ三昧の
豪華セットは別腹♥

朝は和食派、パン派
どちらも満足できる！

l2021年でオープ
ン31年目となる

m広 と々した駐車場
があって入りやすい

c o u p o n

※1冊につき1名まで有効
※2022年5月31日まで有効

お食事・ドリンク注文の方
に手作りお菓子サービス

K一宮市時之島字下垂
29-14 k名古屋高速
一宮線一宮東ICから車
で10分 J7時30分～
16時 i月・火曜（祝日
の場合は営業） p20台

鉄板
お好み焼き
カフェ STAGE
●てっぱんおこのみやきかふぇ すてーじ

お好み焼きをはじめとする鉄板焼
きも楽しめるカフェ。モーニングは
14時まで（一部除く）あり、お好み
焼きのトルティーヤ巻きなど、個性
的なメニューが楽しめる。不定期
でミニコンサートも開催する。

t0586-82-1760 MAP P20C2

お好み焼きサンドウィッチ
ドリンク代＋100円

お好み焼きと目玉焼きをパンでサンドした一
番人気メニュー。ボリューミーでランチにも！
モーニング  7時30分～14時（13時30分LO）

モーニングData

季節のフレンチトースト
ドリンク代のみ

鉄板で焼いたフレンチトースト。
フルーツたっぷりなのもうれしい！

こちらも
人気

モーニングイベントにも注目！

t0586-72-4611（一宮モーニング協
議会）

おもてなしモーニングcafe

市内の高等学校の生徒が考案し
た創作モーニングを実食販売。若
い感性とおもてなしの心が生んだ、
オリジナルメニューをお試しあれ。

開催 10～12月の一部週末

t0586-72-4611（一宮モーニ
ング協議会）

テイクアウト
モーニンググランプリ
テイクアウトできる自慢のモー
ニングを競うイベント。実際に
食べて、気に入ったメニュー
に投票してNo.1を決めよう！

K一宮市栄3-1-2 尾張一宮駅前ビル3
階 kJR尾張一宮駅・名鉄一宮駅から徒
歩すぐ J9～17時（17～21時は予約
営業） i無休 pi-ビル立体駐車場147
台（30分100円）※20分以内は無料

カフェレストラン
「ICHIMO」

●かふぇれすとらん「いちも」

一宮モーニングの公式キャラク
ターが店名に。自慢のモーニン
グは、たまごかけ御飯セットを
はじめ3種類を用意する。13時
以降、単品ドリンクに付くティー
タイムの無料サービスも好評！

t0586-85-7891 MAP P20A1

K一宮市牛野通1-42 kJR尾張一宮駅・
名鉄一宮駅から名鉄バス九日市場行きで
5分、円福寺下車、徒歩8分
J9時30分～19時30分（喫茶は～17時） 
i月2回不定休（基本は水曜） p14台

アルビノール 一宮本店
●あるびのーる いちのみやほんてん

良質な素材を使い、老若男女
を問わず楽しめるシンプルなケ
ーキをパティシエが作る。おす
すめはふわっふわのシフォンケー
キ。お昼の選べるケーキ付きラ
ンチ1250円～も女性客に人気。

t0586-24-3620 MAP P20B2

一宮
モーニング

モーニングのテイクアウトを
提供する店。メニューの詳
細などは、各店舗に確認を。

感謝の気持ちから始まったモーニングの文化が、今や超弩級
のサービスに大発展。なかでも、モーニング発祥の地・一
宮はすごい！ 誰もが驚き、満足する名物モーニングをぜひ！！

詳しくチェック

鉄板でアレンジした
個性的なモーニングを！

の世界

驚愕サービス
続 ！々

こちらも
人気
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