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どんなお店があるの？
なにが食べられるの？

厳選飲食店をピックアップ！
地元の人がおすすめするお店なので

安心してご利用ください。

掲載している情報は 2019 年 3 月 10 日現在のものです。内容はお店様の都合により予告なく変更になる場合がございますので予めご了承下さい。また、掲載内容に関していかなる場合でも一切の責任を負いません。

タクシーのご用命は下記まで 四日市駅前 FREE Wi-Fi スポット

名鉄四日市タクシー株式会社 四日市地区

株式会社三交タクシー 四日市地区

三重近鉄タクシー株式会社 四日市地区

四日市つばめ交通株式会社

勢の國交通株式会社

☎ 059-351-3121

☎ 059-352-7171

☎ 059-352-5181

☎ 059-330-5111

☎ 059-352-2019 

四日市市では、シティプロモーションの一環として、地域情報

の発信を行うデジタルサイネージ及び公衆無線 LAN サービス

「YOKKAICHI FREE Wi-Fi」を、裏面地図の位置にて利用で

きます。

TAXI

※ 接続時にメールアドレスの登録が必要です。

日永うちわは、江戸時代よりお伊勢詣りのみやげ物の一つ
として親しまれてきました。1本の細い竹を細かく割いて交
互に袋状に編んでいるので竹がよくしなり、あおぐ風が柔ら
かくなびくのが特徴です。

明治10年創業の四日市を代表するしぐれ屋。伝統の味を
守り続け、140年以上受け継がれたその味は老舗だから
こそなせる究極の味。極上の醤油で炊き上げた伝統の味
を是非ご堪能あれ。

【有限会社 喜太八時雨本舗】
四日市市新町 1-8 　059-352-2265  

志ぐれはまぐり

四日市名物「なが餅」発祥の老舗笹井屋。戦国名将の藤
堂高虎に「武運ながき餅を食うは幸先よし」と愛されたな
が餅。国内産餅米のお餅で北海道産の小豆餡を包み、香
ばしく焼き上げてあります。

【株式会社 なが餅 笹井屋】
四日市市北町 5-13　059-351-8800

11個（箱入り）\1,080 （税込） 100g \1,080 ( 税込 )

なが餅

近鉄百貨店

四日市店 2F 
駅前で
買える!

近鉄百貨店 

四日市店 2F
駅前で
買える!

【株式会社 稲藤】
四日市市日永 4-4-48　059-345-1710

日永うちわ

 1本￥2,000（税抜）～　※大きさや種類により価格が変わります

じばさん三重
駅近隣で
買える!

四日市にも魅力的なおみやげが

たくさんあります。もらって嬉しい！ 

食べて・飲んで美味しい！お勧めの

おみやげをご紹介します。

おみやげ
O M I Y A G E

四日市つばめ交通株式会社株式会社 三交タクシー

ご 協 力 企 業 様

三重近鉄

勢の國交通

Design Office Co.,ltd.

三重県指定伝統工芸品 日永うちわ

Let’s go to

四日市に
来たら

コレ！

おすすめ
のおみや

げ

よってこに四日市～ランチも食べられるお店～

よんぶら

工場夜景の聖地！
とっておきの美しさがここにあります。
四日市は幻想的な工場夜景を堪能できる全国有数の工場夜景都市です。

10年目を迎えたコンビナート夜景クルーズをメインに四日市を満喫できるプランを多数ご用意致します。 http://ykyc.jp/

天 然 温 泉 ・ 料 亭 旅 館



※参考予算につきましてはあくまでも参考価格になります。掲載している情報は 2019 年 3 月 10 日現在のものです。内容はお店様の都合により予告なく変更になる場合がございますので予めご了承下さい。また、掲載内容に関していかなる場合でも一切の責任を負いません。
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泗翠庵

ホテルリブマックス

HAMRO KITCHEN1

11:00～15:00(OS/14:30) / 17:00～23:00(OS/22:30)

無休四日市市鵜の森1-4-16大久保ハイム2F

本格的なネパール料理

のお店。他ではなかな

か味わえない料理も多

数ご用意しています。

ハムロキッチン

参考予算 ¥850～

☎ 059-351-7611

どんぷく 鵜の森店2

11:00～14:00(OS/14:00) / 17:30～21:00(OS/20:45)

火曜定休四日市市鵜の森1-12-13

手頃な価格で本格そば

や、揚げたての天ぷらが

楽しめます。おつまみも

充実しているのでちょい

飲みにも◎。

参考予算 ¥1,000前後

☎ 059-354-1115

松阪牛たんど 本店3

11:00～15:00(OS/14:00) / 17:00～23:00(OS/22:00)

不定休四日市市西浦1-9-8西浦パークビル2F

三重の特産物松阪牛の

上カルビや上赤身肉が

食 べら れ ま す 。新 型

ロースターで焼くから

肉本来の味を楽しめま

す。参考予算 ¥1,000～¥3,000

☎ 059-336-6995

RESTAURANT FLOWERS5

12:00～14:00(OS/13:00) / 18:00～21:30(OS/19:30)

火・水曜（ランチ）定休四日市市西浦1丁目10-25マインドファーストビル2F

前日までの完全 予約

制。フランス全土の料

理とワイン。旬の素材

を生かした料理を楽し

めます。

レストラン　フラワーズ

参考予算 昼 ¥2,000～5,000　夜 5,000～¥10,000

☎ 059-357-5100

旬魚菜plus伊賀牛 悠6

11:30～14:30(OS/14:00) / 17:00～23:00(OS/22:30)

日曜定休四日市市西浦1-1-１５

伊賀牛入りハンバーグや

お得な８種のプレートラ

ンチが人気。夜は新鮮な

魚介と伊賀牛の他、伊賀

の地酒も楽しめる。

参考予算 ¥800～¥2,000

☎ 059-327-5933

韓国家庭料理 唐辛子四日市駅前店7

11:00～23:30(OS/22:00)

元日のみ休み四日市市安島1-1-20

近鉄四日市駅徒歩１分！

本場の韓国料理が味わ

える。宴会コースは飲み

放題付で￥3,500～。飲

み放題メニューも約50

種類と充実。参考予算 ¥1,000～¥4,000

☎ 059-356-2339

トンテキ屋 ちゃん四日市店8

11:30～15:00(OS/14:30) / 18:00～24:30(OS/24:00)土日祝は17:00～
無休四日市市安島1-2-20

四日市名物トンテキが大

人気のお店。ランチタイ

ム は お 得 な セットメ

ニューが多く、満腹にな

ること間違いなし！

参考予算 ¥630～¥1,300

☎ 059-356-1550

エキヨコ酒場 大感謝9

11:00～15:00(OS/14:30) / 17:00～22:00(OS/21:30)

不定休四日市市諏訪栄町7-34

近 鉄四日市駅徒歩０

分！手作りにこだわり、

早い、旨い、安い、三拍

子揃った大衆酒場。人

気のランチは780円～。
参考予算 ¥780～¥4,000

☎ 059-354-7391

歌志軒 四日市駅前店
かじけん

10

11:30～14:00 / 17:30～22:00(OS/21:45)

不定休四日市市安島1-2-4 石田ビル1F

油そば専門店。油そばと

は「スープのないラーメ

ン」。汁なしラーメンとも

まぜそばとも違う、麺の

旨さをひたすら味わう、

究極 のラーメンです。参考予算 ¥650～1,000

☎ 059-354-5877
ターヴオラ カルダ オオノ

11

11:30～14:00(OS/13:00) / 18:00～23:00(OS/20:30)

日曜日定休・月、火ランチ休（毎月最終日曜日は営業） 四日市市元町9-14

落ち着いた雰囲気の中

で、丁寧に作られたイ

タリア料理と、ソムリエ

の選ぶワインを楽しん

でいただけます。

tavola calda OHNO

参考予算 ¥2,000～¥7,000

☎ 059-354-9350

旬魚酒庵 魚初
うおはつ

12

11:00～14:00 / 18:00～Last

昼/土日祝定休・夜/不定休四日市市西新地8-5

確かな目利きで仕入れ

た厳選素材で作る料理

を、選りすぐりの酒ととも

に味わえる。ランチタイ

ムは、魚中心のランチや

松花堂弁当が人気。参考予算 昼 ¥800～¥1,000・夜 2,000～

☎ 059-351-4407

たまゆら プラトンホテル店13

11:30～14:30(OS/14:00) / 17:00～22:00(OS/21:00)

不定休四日市市西新地7-3プラトンホテル1F

プラトンホテル1Fにあ

り、お祝い事に最適な

お店。食材にこだわっ

たランチは、抹茶と甘

味付き。

参考予算 ¥1,620～¥6,000

☎ 059-354-3939

あさひ食堂14

大衆食堂 11:00～16:00 / 大衆酒場 16:00～21:00(OS/20:30)

火曜・第3月曜定休四日市市諏訪栄町6-15

駅前の老舗大衆食堂。

ガラスケースに並ぶお

かずは煮物や小鉢など

豊富！ 定食もあるの

で昼・夜問わずおすす

め!!参考予算 ¥1,000～

☎ 059-352-7752

大正館15

11:00～15:00(OS/14:30) / 17:00～21:00(OS/20:30)

無休四日市市西新地3-18

真心のこもったおもて

なしの老舗料亭です。

季節の食材に心を込め

た本格懐石料理を提

供しています。

参考予算 ¥5,000～

☎ 059-352-5118

すし居酒屋 湊  諏訪交番前店16

11:30～23:00(OS/22:30) 

年中無休四日市市諏訪栄町9-13

こだわりの本格寿司を

はじめ、旬の鮮魚から串

カツ、小料理などを堪能

いただける昼からノンス

トップ営業の寿司居酒

屋です。参考予算 ¥880～¥3,000

☎ 059-327-5455

フジヤマ55 四日市店17

11：30～15：00（OS/14：30）　17：00～23：30（OS/23：00）

不定休四日市市諏訪栄町10-3ライオンビル1F

名古屋で人気のラーメ

ン店が3月20日に四日

市に初上陸！つけ麺と

〆の雑炊またはチーズ

リゾットが自慢！

参考予算 ¥760～ ¥1,500

☎ 059-327-5639

中華料理  一楽18

11:00～14:30 / 16:00～20:30

木曜定休（不定休あり）四日市市諏訪栄町10-2

四日市を代表する中華

の老舗。定番メニューの

ほか、おすすめの四日市

名物「とんてき」などが

お値打ちに味わえる。

参考予算 ¥700～¥1,000

☎ 059-352-5073

ラーメンちゃん neo19

11:30～15:00(OS/14:30) / 18:00～24:30(OS/24:00)土日祝17:00～

無休四日市市諏訪栄町10-2

四日市名物のトンテキと魚

介の香り豊かな豚骨ラーメ

ンがオススメのお店。ラン

チタイムはトンテキコマギ

レ＋ミニ麺＋ごはんの駅前

セット（870円）が大人気！参考予算 ¥630～¥1,300

☎ 059-355-2244

泡盛と串カツのお店 がきんち23

11:30～14:00(OS/13:30) 16:00～24:30(OS/24:00) 日曜・祝 15:00～23:00 

第3火曜日（不定休）四日市市諏訪栄町6-21

ドリンク2杯とオリジ

ナル茶らあげの「カウ

ンターセット」は日曜

～木曜20時までの超

お得限定セット!!

参考予算 ¥600～

☎ 059-328-5375

日の出らーめん 四日市分店24

月～木11:00～15:00/17:00～24:00(金 ～26:00) ・日11:00～22:00(土 ～26:00)

不定休四日市市諏訪栄町6-20

太麺好き・ガッツリ系に

目が無い方・とにかく満

腹になりたい方は是非ど

うぞ！！『剛つけ麺』、

『ガッツ麺』名物メニュー

を是非お試しください！参考予算 ¥700～¥1,000

☎ 059-329-5121

おばんざい屋 竜の鈴25

11:00～14:00(OS/13:30)　17:00～22:00(OS/21:30)

日曜定休四日市市諏訪栄町12-8 大久保ビル1F

ボリューム・価格・種類も

満点。ごはんおかわりが

出来、満足できるお店。夜

は出張客が多く、地酒な

ど堪能できオススメ！

参考予算 ¥700～¥1,500

☎ 059-329-6097

寿司海鮮居酒屋 どやさこやさ26

ランチ（月～木）11:00～14:00 
夜 日・月15:00～22:00 / 火～木 ～26:00 / 金・土 ～27:00

不定休
四日市市諏訪栄町5-3

とんてき風小間焼き定食

と定番の海老フライ定

食が1000円未満で食べ

られます。夜は刺身・寿

司だけでなく、種類豊富

な串揚げも楽しめます。参考予算 ¥800～

☎ 059-351-5600

三重うまし国横丁四日市宿おいないさ28

11：30～15：00（OS/14：30）  / 16：00～24：00（OS/23:00）

不定休四日市市諏訪栄町13-10

伊勢まぐろのお刺身定

食、四日市名物トンテキ、

牡蠣フライなど、三重の

旬の美味しいものをお得

なランチでお楽しみくだ

さい。参考予算 ¥900～¥1,500

☎ 059-337-8600

cafe neuf29

平日 9:00～20:00 日・祝日 11:30～20:00

水曜定休四日市市諏訪栄町4-1

モーニングからランチ

やカフェタイム、夜は

しっかり飲みまで様々

なシーンで利用できる。

ちょっとした打ち合わせ

にも使えるお店。

カフェヌフ

参考予算 ¥880～¥3,200

☎ 059-359-5888

REDS' BURGER STORE4

11:00～22:00(OS/21:30)※中休みあり　土・日・祝日 11:00～21:00(OS/20:30)

火曜定休四日市市鵜の森1-4-5 泗水ビル1F

四日市で本物のクラフト

バーガーが食べられる

バーガー専門店。４種類

のクラフトビールありま

す！

参考予算 ¥1,000～¥2,000

☎ 059-351-1686
レッズ バーガー ストア

石垣牛と海鮮居酒屋 海人20

11:30～14:00   17:00～翌1:00(OS/24:00)

不定休四日市市諏訪栄町10-13

鉄板で焼く1ポンドス

テーキは1,980円と、

とてもお得。新鮮な魚

介類もとりそろえてお

りここ一軒で大満足！

参考予算 ¥650～¥1,000

☎ 059-352-9360
うみびと

カフェレストラン LANAI21

8:30～24:00

日曜定休四日市市諏訪栄町10-16 カワセビル1F

ラナイ島をイメージした

カフェ＆レストラン。ラン

チはリーズナブルでボ

リューム満点!! アルコー

ルも豊富に揃う！ 

参考予算 ¥500～¥1,000

☎ 059-351-5147
ラナイ

らーめん 門蔵 四日市諏訪店22

11:00～25:30(OS/25:00) 日曜 ～22:30(OS/22:00) 

年中無休四日市市諏訪栄町10-17

店内で仕込む自家製麺

と、鶏白湯スープと数種

類の節の旨みがギュッと

凝縮した魚介ダシのダ

ブルスープを使用。

参考予算 ¥630～¥1,000

☎ 059-351-0513
かどくら

諏訪回廊 客人27

11:30～14:00 (OS/13:30) / 17:30～22:00(OS/21:30)

月曜定休四日市市諏訪栄町13-8 ハチトリビル 1F 2F

1階鉄板焼きでは松阪牛

や厳選した黒毛和牛を

目の前で調理し、2階は

他では味わえない絶品

『肉炊き鍋』が食べられ

るお店。参考予算 ¥3,800～

☎ 059-355-2929
まろうど

すし酒場 みなと 中央通り店30

11:30～23:00(OS/22:30)

年中無休四日市市諏訪栄町5-17 1F

こだわりの本格寿司をは

じめとし旬の鮮魚から串

カツ、小料理などを堪能

頂ける昼からノンストッ

プ営業の寿司居酒屋で

す。参考予算 ¥880～¥3,000

☎ 059-336-6255

たまゆら 南店31

11:30～14:00(OS/13:30) / 17:00～22:00(OS/21:00)

不定休四日市市浜田町4-20 JAみえきたビルB1

ボリュームたっぷりのラ

ンチは800円より！

大小個室完備、立体駐車

場隣接で駐車券サービ

スあり！

参考予算 ¥800～¥5,000

☎ 059-351-1745

てんやわんや32

木曜定休四日市市諏訪栄町22-4

ボリュームたっぷりの

海鮮天丼など、揚げた

ての天ぷらが朝まで楽

しめるお店。数量限定

のローストビーフ丼もお

見逃しなく！参考予算 ¥500～¥3,000

☎ 059-351-8666

11:30～15:00(OS/13:30) / 18:00～朝

すし酒場 みなと 諏訪公園前店33

11:30～23:00(OS/22:30)

年中無休四日市市諏訪栄町16-3 1F

こだわりの本格寿司をは

じめとし旬の鮮魚から串

カツ、小料理などを堪能

頂ける昼からノンストッ

プ営業の寿司居酒屋で

す。参考予算 ¥880～¥3,000

☎ 059-327-5755

うなぎ松岡 本店34

11:00～20:00(OS/19:30) ※但し売切れ次第終了

火曜定休四日市市諏訪栄町3-3

自家養鰻池で育てた三

重県産鰻です。表面はカ

リッと中はふわっと絶妙

の焼き加減に仕上がっ

た鰻の蒲焼きをぜひ！！

参考予算 ¥1,296～¥4,536

☎ 059-351-4770

TAVERNETTA MONTE36

11:30～14:30(OS/13:30) / 18:00～23:00(OS/22:30)

火曜定休 ※月曜不定休四日市市諏訪栄町22-6 1F

席数約10席の小さなイ

タリアン。お子様連れも

大歓迎です。コース仕立

てでゆったり楽しんで頂

けるお店です。

参考予算 ¥1,000～¥2,000

☎ 059-340-8708

Casa Tabe37

11:00～14:30 / 17:00～22:00(金・土 ～23:00 日 ～21:00)

月曜定休 ※祝日の場合は翌日四日市市諏訪栄町17-5

40数年四日市で愛され

た鉄板イタリアンをぜひ

食べてください。

どこか懐かしい味です。

参考予算 ¥700～¥1,000

☎ 059-351-4495

焼肉 MEIGETSU38

11:30～15:00(OS/14:30) / 18:00～24:00(OS/23:30)

水曜定休四日市市諏訪栄町20-1

焼肉3種盛ランチや限定

ハラミステーキ重が人

気。手頃な価格で焼肉が

食べられる。肉は1/2人

前から注文可能。少量で

色んな物を食べられる。参考予算 ¥850～¥3,000

☎ 059-328-4600

radi cafe apartment39

10:00～15:00(OS/14:00) / 18:00～24:00(OS/23:00)

水曜定休四日市市諏訪栄町1-6

旧 東 海 道 沿いの古い

アーケード。気持ちよく

鳴る音楽といつもおいし

そうな香り。二軒目にス

イーツはいかが？

参考予算 ¥1,000～¥2,000

☎ 059-352-4680
ラジカフェ アパートメント

あんかけスパゲティ パスタカリーノ40

11:00～16:00 / 18:00～21:00

無休四日市市諏訪町12-4

名古屋の味、あんかけス

パが四日市で楽しめま

す！

年中無休でランチも有。

テイクアウトもOKです。

参考予算 ¥600～¥1,000

☎ 059-352-4765

おやきカフェ Sprout35

10:00～17:00

日・月曜定休四日市市諏訪栄町2-9 三重興農社ビル1F

日替わりスープとおやき

のセットを始め、牛すじ

カレーなどが500円！働

きずらさを抱えた若者の

トレーニング場所にも

なっております。参考予算 ¥350～¥900

☎ 090-5878-1975
スプラウト タヴェルネッタ モンテ


