
れすとらん芭蕉

0748-52-1637

天丼定⾷

旬の自家製野菜も使った天丼やサラ
ダがついたボリュームたっぷりの定
食です。鍋焼きうどんやサラダうど
んなどの季節メニューも野菜たっぷ
りでおすすめです。（夜も提供させ
て頂いています）

松喜園

0748-52-0012

⽇替り弁当

※駐車場については、お問い合せください。

なし

10:00 - 19:00（不定休）

駅前のお弁当店です。ボリュームたっ
ぷりで、野菜のおかずは自家製で提
供しております。サークル・イベント・
会合等にご利用頂いております。そ
の他お弁当はご相談ください。

伊勢市

0748-52-3363

⽇替りランチ

10:30 - 15:00（土日祝 定休）

定食・丼物などに、地元野菜を使っ
た具だくさんみそ汁、付出しや時
期によっては、自家製の地元野菜
のお漬物がつきます。ワンコイン
で食べられるメニューもあります。

COCO�S�⽇野店

0748-36-1477

1 ⽇分野菜の
トマトソースパスタ

11:00 - 23:00（定休日なし）

一皿で野菜一日分！厳選素材を使
用したこだわりソース。（ピリ辛）
+110 円（税込）で低糖質パスタ（糖
質 50%OFF）への変更ができます。

モスバーガー
フレンドタウン⽇野店

0748-52-8887

9:00 - 21:00（定休日なし）

日野町にオープンして約 7年。モ
スこだわり国産生野菜を使用！新
鮮な野菜をたっぷり味わえます！
店内も居心地良く、ついつい長居
してしまう雰囲気です。

ツバメカフェ

0748-53-1991

パワーサラダ
（ポーク or チキン）

11:00 - 16:00（日曜 定休）

広々としたグリーンいっぱいの店
内で、お野菜たっぷりのヘルシー
メニューや、ツバメイチオシの焼
き立てピザをお楽しみ下さい。

とんかつえふ とんかつ定⾷

11:30 - 14:00（月曜 定休）

キャベツたっぷりの付け合わせ、サ
ラダがつきます。お昼はとんかつ・
チキンかつ定食、うどんなどを提供
させて頂いています。（夜も定食提供
させて頂いています）

古⾵

0748-52-2365

0748-52-2311

ひるべじごはん

11:30 - 14:30（不定休）

※ 8名様以上、2日前まで

食材、だし、調味料、油、すべて食
物由来の素材で調理しております。
コース料理ですので、全体写真でひ
とつの献立になります。季節により
一部変更します。

滋賀農業公園ブルーメの丘

まちカフェ
彩りやさいのチーズ焼きらっこや

090-8457-8848

トマトジンジャーカレー

11:00 - 17:00（火水木 定休）

体を温めてくれる「生姜」をたっぷり
使っています。また、お肉を使わず「カ
シューナッツ」でコクを出しており、
ベジ・ヴィーガンの方も安心してお召
し上がりいただくことができます。

みかく
⽇野まちかど感応館�新館

0748-52-6577

みかく
ランチセット

10:00 - 15:00
（土日祝 - 16:00）

店内で精米した近江日野米のにぎり
飯が 2つと、日野町産野菜にこだ
わった日替わりの惣菜、具だくさん
味噌汁、選べる揚げ物の、バランス
が良くヘルシーなセットです。

近江⽇野商⼈ふるさと館「旧⼭中正吉邸」

090-8456-1809

鯛そうめん
御膳

11:00 - 14:00（月火 定休）

※ 前日まで

地域に伝わる昔ながらのお料理を提
供しています。地元野菜をふんだん
に使い、すべて手づくりしています。
商人屋敷の日本庭園を眺めながら、
座敷でお召し上がりいただけます。

⽵友亭

0748-52-0504

彩り会席膳�豊順
ほうじゅん

11:00 - 14:30（月曜 定休）

10 種類以上の野菜が入っている贅
沢なランチはいかかでしょうか。お
部屋は全て個室で、ゆったりとお食
事を楽しんで頂けます。内容は、仕
入れの都合により一部変わります。

0748-52-2611

ベジパフェ

11:00 - 15:00（水曜 定休）

旬の野菜とチーズをふんだんに使用し
たオーブン焼きです。自家製のソー
セージ・野菜・チーズが相性抜群です。
旬の野菜を使用したベジタブルパフェ
です。ソースには、ジャージー牛の自
家製ヨーグルトを使用しています。

掲載店舗は、「みんなでつくる滋賀県
安心・安全店舗認証制度」の認証店舗です。

菜摘ソイモス野菜
サラダセット、コーンスープ

（月曜 定休）

円（税込）600

円2,000 （⼊館料
��∕税込）円（税込）750円（税込）814円（税込）1,080

円（税込）600

円（税込）800

円（税込）890 円（税込）4,000

円（税込）850

円（税込）2,750

円（税込）各 600円（税込）ポーク 980
円（税込）チキン 880

別所 967-21

内池 919

大谷 359-4

店内飲食 持ち帰り

松尾 844-8

松尾 911

松尾 988-1

松尾 4-4
グランドールソシア 1F

松尾 1-37-8

大窪 674

西大路 1246

大窪 642

西大路 2255

西大路 843

「ひのやさいマーク」
提供メニューの一部に日野町産野菜を使用しています。

※テイクアウトのとんかつ弁当は、ごはんなしの場合キャベツがつきます。 ※営業日時やご利用可能人数など、詳細についてはお問い合わせください。

※ 4日前まで

※ 2日前まで
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11 ⾷体験レストラン

（席予約のみ）

予約不要 予約不要

予約不要

予約不要 予約不要

予約不要 予約不要

要予約 要予約

予約可

要予約

要予約

予約可

11:00 - 15:00（水曜 定休）

テイクアウトは

＋20 円

P

※各店舗の営業日時については、ＱＲコードまたはお電話でご確認ください。

「ひのベジメニュー」について
・仕入れの状況によって、野菜の種類などが変更になる場合がございます。
・記載の提供時間内に、ひのベジメニューが売り切れとなる場合がございます。

「ひのベジメニュー」提供時間のみを掲載しています。

※トッピングの卵なし可

外⾷ランチ
でしっかり

野菜！
４０gなら、1食に３種類摂ればOK！

日野菜

キャベツ

小さめ 1/3 本

小松菜
一株程度

小 1/3 本
にんじん

トマト
中3/8 程度

1日の野菜摂取推奨量の 1/3が摂れる!

ひのベジメニュー
千切りひとつかみ

野菜40gの目安

野菜を
食べよ

う !!

１２０g


