
地元守谷産の素材を使ったメニューを提供しているお店もたくさん
あるんですよ！

レストラン・飲食店 Moriya MAP
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★

★さくら坂メルカート

ふるさ都市
もりや朝市

ふるさと
みずき野朝市

★もりあぐが開催＆出店しているイベント
毎月第1日曜・ふるさ都市もりや朝市
毎月第2日曜・さくら坂メルカート
毎月第3日曜・ふるさとみずき野朝市
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★

●野鳥の森散策路

●
常総運動公園

●
市
役
所

●守谷城址公園

●商工会館

お気に入りのお店や美味しいものを見つけよう！

Akihabara

Moriya

秋葉原駅から
つくばエクスプレスで

32分

旬菜食健 ひな野いおり庵ふれあい道路店（煎餅）
お菓子の家サンタムール

美里44 45

46

たかのチェーン守谷店（和菓子）
和菓子 志乃屋

47

48
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2020.01
「もりやグルメガイド」は、守谷市の地方創生推進交付金事業
（農が繋ぐまち地域資源連携推進事業）により作成されています。

マークのあるお店でスタンプを集めよう！
5個集めると「もりやコレクション」で
景品をお渡しします。

35
43

36

こののぼりのあるお店は
守谷産の野菜などを
積極的に使用している
守谷産応援店です！

選び抜かれた上質な紅茶と炭火焼珈琲、自家製
スウィーツで至福の時間をお楽しみ下さい。常
総エリア唯一の紅茶協会認定「おいしい紅茶の
店」です。
守谷市立沢1002-1　TEL.0297-45-4646
営業時間●10：00～20：30
定休日●木曜日（祝日は営業）

サロン ド カフェ よしだ

36

旬の食材を取り寄せたカジュアルなフランス料
理の店。オードブル、弁当などのテイクアウトも
人気です。
守谷市百合ヶ丘1-2489-1　TEL.0297-38-5255
営業時間●１1：30～１5：00（ランチタイム）
　　　　　１7：30～21：30（ディナータイム）
定休日●月曜日（祝日の場合は営業）

UZAWA

35

地元野菜を使ったヘルシーベーグル・サンドラ
ンチのお店です。テイクアウト・ランチに最適な
サイドメニューが沢山あります。
守谷市けやき台6-9-12
TEL.0297-23-5133
営業時間●11：00～18：00（売り切れ次第終了）
定休日●月曜日、金曜日、日曜日

いばらきベーグル

33

築地から一頭買いのマグロに自信。鶏肉は稲田
鶏肉店、牛・豚肉は熊本直送。
守谷市中央4-21-11 コトブキビル2F
TEL.0297-45-4477
営業時間●日～木17：00～翌2：00
　　　　　金・土17：00～翌5：00
定休日●不定休

一笑一盃

32

地域の野菜をふんだんに利用してメニューを提
供しています。また、半熟とろとろオムライスが
絶品です。現在は、もりやコレクションで弁当を
提供しています。

ら・て～る

イタリア製の薪窯で焼き上げるナポリピッツァ
をメインにしたイタリア料理店。ピッツァはテイ
クアウトも可能。
守谷市久保ヶ丘1-18-12　TEL.0297-44-8911
営業時間●11：00～14：30、18：00～21：00
　　　　　月・火はランチのみ営業
定休日●日曜日、不定休

イル ネッソ ピッツァ ナポレターナ
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gourmet
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SOBA

大八洲開拓農業協同組合が設立した小さな工
房ですが、乳製品に対するこだわりと情熱は
たっぷりです。地元産の乳製品をぜひ味わって
ください。
守谷市立沢2058　TEL.0297-47-8639
営業時間●8：00～16：30
定休日●土曜日

ミルク工房もりや

29

守谷にはスイーツ店がたくさんあります。普段のおやつに、特別な
記念日に、ちょっとしたお土産に、おいしいお菓子やケーキを買うな
ら守谷で！  もりあぐ朝市でのスイーツ企画など、これから街をスイー
ツで盛り上げます。

お菓子・スイーツ店

デコレーションケーキは、当日のご注文も承り
ます。「リーフパイ」など焼き菓子ギフトおすす
めです。
守谷市松前台1-16-4
TEL.0297-45-8793
営業時間●9：00～19：30
定休日●水曜日（祝日の場合は変更あり）

お菓子の店メープル

21

親子3代続く、守谷で一番老舗のスイーツ店で
す。いちごは、サンモリヤの守谷産を利用して
おり、地域と連携した一品です。
守谷市本町357
TEL.0297-48-1411
営業時間●9:00～17:30
定休日●金曜日

お菓子の店  CHE’Zきむら

26

今年で創業31年目の地域に愛されているたい
焼き屋です。人気商品は、ハムたい、チーズた
い、ツナたいです。
守谷市愛宕3428-3
TEL.0297-48-6425
営業時間●12:00～18:00
定休日●火曜日、水曜日

たいやきGOOD

28

「自らが美味しいと納得できる品を」がモットー
の洋菓子工房です。店舗なしのネットショップで
すがご自宅までお届けに参ります。
守谷市松ヶ丘7-17-8
TEL.0297-45-3856
URL● http://atelierlange.ocnk.net/
MAIL● mail@atelierlange.ocnk.net

アトリエ・ドゥ・ランジュ

19

お菓子に楽しいを添えてお届けできるように心
がけています。
守谷市ひがし野2-9-19
TEL.050-5373-8406
営業時間●11:00～17:00（売れ切れ次第終了）
定休日●不定期営業

イチトサン

20

契約農家の季節のフルーツをたくさん使ってい
ます。
守谷市美園2-16-11
TEL.0297-46-3387
営業時間●10：00～20：00
定休日●水曜日（祝日の場合は変更あり）

菓子工房あおい

22

美味しいランチも味わえる甘味処へぜひ！ 親子
丼、豚丼、クリームあんみつ、きびぜんざいetc
守谷市大木８２
TEL.０２９７-４５-０２５２
営業時間●１０：３０～１７：００
定休日●日曜日、月曜日

甘味  椿

24

守谷のみそを使用した、ロールケーキや焼き菓
子、ラム酒のきいたサバランがおすすめです。
守谷市大柏970-3
TEL.0297-48-7225
営業時間●10：00～18：00
定休日●水曜日

菓子工房  もみの木

23

吟味した材料を真心こめて一つ一つ丹念に作っ
ております。老若男女誰をも笑顔にするお菓子
がいっぱい。
守谷市松前台1-1-4
TEL.0297-45-1250
営業時間●9：00～19：00（月曜日は17：00まで）
定休日●不定休

さがら製菓

25

アーモンドをたっぷり使った手作りスペイン菓
子のお店です。ギフトラッピング、地方発送承り
ます。
守谷市ひがし野3-11-2
TEL.0297-45-2740
営業時間●１0：00～１8：00
定休日●水曜日

スペイン菓子工房ドゥルセ・ミーナ

27

「あられ・おせんべい」のもち吉です。各種商品
ご用意しています。ご家庭用や贈り物などにど
うぞ。
守谷市美園4-1-3
TEL.0297-21-1551
営業時間●10：00～19：00
定休日●定休日なし。元日のみ休み

もち吉  守谷店

30

当店は、水と緑に囲まれた自然豊かな所で営業
しております。是非一度お越し下さいませ。
守谷市大木1712-1
TEL.0297-46-3114
営業時間●１０：00～18：00
定休日●日曜日、月曜日

ロール海岸

31

自然豊かな守谷の美味しい旬の素材を取りそ
ろえて、みなさまのおなかと心を幸せに満たし
ます！
守谷市けやき台5-17-4
TEL.0297-45-5803
営業時間●18:00～23：00
定休日●日曜日

Osteria Alba (オステリア アルバ)

37

お好み焼き、もんじゃ焼が何時でも390円。トッ
ピングは各90円で多数。鉄板を囲んで盛上が
ろう！
守谷市けやき台３-３-１
TEL.0297-48-8553
営業時間●16：30～24：00
定休日●火曜日

たんぽぽ

40

当店では厳選した食材を使って、お客様に必ず
ご満足頂けるお料理、スイーツを、自信を持っ
てご提供しております。
守谷市百合丘2-2731-3　TEL.0297-48-6181
営業時間●月～木・日 10：30～22：00
　　　　　金・土・祝日前 10：30～22：30
定休日●なし（不定休）

Café du Lapin (カフェ ド ラパン)

39

農家から直接仕入れた旬野菜をふんだんに使っ
た料理と季節を感じる空間をお楽しみください。
守谷市板戸井1751-1　TEL.0297-48-2513
営業時間●11：00～14：30（ランチタイム）
　　　　　14：30～18：00（ティータイム）
※ディナーは予約のみ4名様から。要問い合わせ
定休日●日曜日

さくら坂VIVACE

38

天然酵母で長時間じっくり発酵させたパンと
オーガニックコーヒーに地元野菜の料理がある
カフェです。
守谷市立沢237-5
TEL.0297-47-0780
営業時間●7：30～１7：30
定休日●月曜日、火曜日

8CAFE

43

地元食材をふんだんに使ったお料理をコンセプ
トにした広い空間のカフェ。くろねこかしや手作
りのお菓子もあります。
守谷市大柏1114-2　TEL.0297-21-3208
営業時間●9：00 ～ 21:00
　　　　  （11:00まではモーニング）
定休日●水曜日、第3木曜日

テネレの木  &  くろねこかしや

41

地域で採れた野菜、地産品を利用したお弁当、
藤井商店の精肉・加工品、スイーツ等を販売し
ています。
守谷市中央4-9
TEL.0297-34-1221
営業時間●10：00 ～ 20：00
定休日●年始のみ

もりやコレクション

42 もりやグルメ
スタンプラリー
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