
名古屋うみゃーもんガイド

名大ウロ推薦2018年版 祝！第68回日本泌尿器科中部総会

名古屋大学医学部泌尿器科学教室編

でら



ご挨拶

この度は、第68回日本泌尿器科学会中部総会参加のため、名古屋までお越し頂き

誠にありがとうございます。

有名な名古屋の夏の暑さも終息に向かい、食欲の秋を迎えようとしています。

そこで、名古屋大学泌尿器科学教室では、名古屋のうみゃーもんをたんと食べてい

ただけるようにと、名古屋うみゃーもんガイド2018年版を作成いたしました。

本ガイドは、そんじょそこらにあるレストランガイドとは違って、まったく医局員の個人的

嗜好に基づくものですので、エビデンスレベルは高くありませんが、グルメの多い当教

室員が選んだ、極上のうまいもんガイドです。

名古屋めしの欄では、「なんだ、B級グルメばっかしだぎゃー」との声もありましたが、Ｂ

級グルメに文化があるのは皆様もよくご存じのことと思います。もちろん、上質な食事を

ご希望の方のために、中華、フレンチ、イタリアンなどの一押しのお店も多数ご紹介し

ております。

本ガイドが、皆様の名古屋滞在中のよき友となり、第68回日本泌尿器科学会中部総

会、そして名古屋の食を十分に楽しんでいただけましたら、教室員一同の至上の喜び

です。

第68回日本泌尿器科学会中部総会大会長 後藤百万
名古屋大学医学部泌尿器科学教室員一同
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味噌煮込みうどん

手羽先

ひつまぶし

味噌かつ

きしめん

天むす

ご存じ！名古屋めし



一凰 （いちおう） 手羽先

交通： ＪＲ中央本線金山駅南口徒歩3分
名鉄名古屋本線金山駅南口徒歩3分
地下鉄名城・名港線金山駅 4番出口徒歩3分

営業： L 11:30～14:30          D17:00～22:00 
休日： 不定休（ほぼ休みなし）
予約： 望ましい
予算： L 1,500円～ D 6,000円～
HP  ： http://ichiou.com

純名古屋コーチンの手羽先を食べることができるお店！純名古屋コーチンを様々な
調理法で味わえます。
名古屋市熱田区金山町2-2-1 ℡ 052-684-1002

解説

庭もあり、とても良い雰囲気の中、名古屋コーチンの手羽先が食べられるお店で、
本場の名古屋コーチン料理を楽しめます。

おすすめメニュー
手羽からあげ ・炭火焼
水炊き ・ 親子丼

熱田区
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推薦：
加藤真史



風来坊 （ふうらいぼう） 手羽先

交通： 地下鉄東山線栄駅徒歩4分
地下鉄名城線栄駅徒歩4分

営業： 17:00～01:00 (L.O.24:00) 
休日： 日曜日
予約： 望ましい
予算： 3,000円～
HP ： http://www.furaibou.com/t_2_sakae.htm

おすすめメニュー

手羽先からあげ ・ 手羽元からあげ

手羽ぎょうざ

名古屋 手羽先の王道。肉質のジューシーさを残し、表面はパリッとした食感の手
羽先を楽しめます。ビールとの愛称はこれ以上のものはありません
名古屋市中区栄5-3-4 オクダビルB1 ℡ （052）241-8016 

解説

山ちゃんと並ぶ名古屋手羽先の王道！フランチャイズではなく、風来坊の味を提
供できる者にだけ出店が許させる【暖簾わけ】に拘った、手羽先をご賞味あれ！

中区
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推薦：
馬嶋 剛



１．手羽先を準備する ２．軟骨部分を逆に折り曲げ、2つに分ける

身の多くついている方を口にパクッと入れます 身を噛みながら、骨だけを出します

これでも少しは身が骨に残ります。もちろん
残った身もキレイに食べます！

すると、骨だけが残ります

３．食べる

４．手羽先に感謝する
犠牲になってくれた手羽先に感謝して残さず食べましょう

手羽先の上手な食べ方
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山本屋本店 味噌煮込みうどん

解説
濃厚味噌汁と芯の固いうどんが絶妙の名古屋名物。名大後藤教授は、餅の入った力
味噌煮込みが大好物で、月に１回は食べているとか。
名古屋駅近くのエスカ店を始め、行列必死。名古屋駅エリアであれば、待ち時間の少
ないルーセントタワー店をお勧めしたい。

交通： 名古屋駅・・・徒歩５分
営業： 11:00～22:00

休日： 名古屋ルーセントタワー休館日に準ずる
予約： 望ましい
予算： 名古屋コーチン入り味噌煮込うどん 1,890円
HP： http://www.hotpepper.jp/strJ000697292/

おすすめメニュー
定番：
名古屋コーチン入り味噌煮込うどん

名古屋名物の一つ、味噌煮込うどんの専門店。厳選したこだわりの生麺に、地元赤味
噌・白味噌、かつおだしの旨味が効いたツアツのうどんはやみつきになる味です。
名古屋市西区牛島町6-1名古屋ルーセントタワー地下1階 052-562-2531

西区
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名古屋駅

名古屋ルーセントタワー

推薦：
後藤百万



まことや 味噌煮込みうどん

解説
名古屋では知る人ぞ知るお店。リーズナブルでおいしいので、地元ファンが多い

交通： 地下鉄鶴舞線川名3番出口下車・・・徒歩１５分
営業： 11:00～20:30

休日： 毎週金曜
予約： なし
予算： 800円～
HP： http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230108/23000094/

おすすめメニュー

味噌えびかしわ入り

うどん一筋40年の経歴を誇る、主人自慢の味噌煮込みうどんは、煮込む直前に手打ち
の麺を切り、作り置きをしないところがおいしさの秘訣。
名古屋市昭和区壇渓通4-14 052-841-8677

昭和区
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推薦：
後藤百万

http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230108/23000094/dtlphotolst/P2378393/?ityp=4
http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230108/23000094/dtlphotolst/P3381566/?ityp=3
http://nagoya.xtone.jp/images/makotoya.jpg


解説

名古屋コーチンは、明治維新が生んだ日本初の国産食用鶏。これは、尾張の地鶏に
コーチン種を交配したもので、そのおいしさは当時、京阪地方にまで及んだといいます。
広まるにつれ、名古屋から来たうまいコーチンということで「名古屋コーチン」と呼ばれ
るようになり多くの人に喜ばれてきました。ところが、昭和30年代後半から安い外国鶏
の進出により、国産種は一時、衰退の一途をたどってしまうのです。
しかし、やはり肉味・肉質の良さがまるで違う名古屋コーチン、味の解る人の復活を望
む声で、今新たに圧倒的人気を呼んでいます。味にこだわればこその「名古屋コーチ
ン」です。

名古屋コーチン鳥銀（とりぎん）本店

交通： 地下鉄東山線・名城線「栄駅」１番出口徒歩２分
営業： 12:00～24:00
休日： 年中無休
予約： なし
予算： コース3,900円～
HP： http://www.torigin.co.jp/

名古屋の鳥と言えば、名古屋コーチン。歯ごたえがあり、しっかりした味が味わえます。
名古屋市中区錦三丁目14-22宮木ビル1階 052-973-3000

おすすめメニュー

名古屋コーチン会席

中区
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推薦：
山本徳則



解説

鶏肉は三河の赤鶏を使用しているそうで、昭和の頃には、池波正太郎がよく
立ち好んで立ち寄ったお店とのことです。味噌鍋のしめを鰻のひつまぶしに
してもらうと名古屋めしを満喫できます。

名古屋コーチン宮鍵（みやかぎ）

交通： 地下鉄伏見駅⑦番出口より徒歩約7分
営業： 11:30～14:00(LO)、17:00～21:00（LO）
休日： 土曜日
予約： なし
予算： コース3,900円～
HP： http://www.miyakagi.com/

宮の宿（旧東海道）生まれの鍵次郎が明治32年に創業し、「宮」と「鍵」から「宮鍵」とされ
た創業111年の古い店。鶏と鰻料理が食べられる。
名古屋市中区名駅南1-2-13 052-541-0760

おすすめメニュー
ひつまぶし 3100円
しもふり 580円
鶏の味噌鍋 5900円

中区
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推薦：
舟橋康人

http://www.miyakagi.com/sta14915/index.html


矢場とん（やばとん） 矢場町本店 味噌かつ

わらじとんかつ

創業は昭和二十二年で、小さな屋台から始まった「矢場とん」。今や名古屋でみそか
つと言えば「矢場とん」というくらい知名度がアップした。
名古屋市中区大須 3-6-18 052-252-8810 

交通：地下鉄名城線「矢場町駅」4番出口から徒歩5分
地下鉄鶴舞線「上前津駅」9番出口から徒歩5分

営業：１１：００～２１：００
休日：なし
予約：なし
予算：１０００円～
ＨＰ ：http://www.yabaton.com/

解説
B級グルメの大御所、全国に名をはせた味噌かつ。とんかつにかかっている
味噌だれは甘い味で、名古屋人にとっては当たり前の味であるが、関西人には
不思議な味に思えるようで、好き嫌いがある。味噌かつ丼もある。

おすすめメニュー
鉄板とんかつ 1,365円
わらじとんかつ 1,260円

中区
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推薦：
石田昇平



味処 叶（かのう） 中区・栄 味噌かつ

昭和24年創業の叶（かのう）は味噌カツ丼発祥の店。都心のど真ん中ながら、百貨

店の裏の小路にある小さな店でちょっとした穴場ムードもあり。それでいて、いつも
ビジネスマンらでにぎわう人気店。
名古屋市中区栄３－４－110 052・241・3471 

みそかつ丼

交通：市営地下鉄栄駅徒歩3分 栄駅（名古屋）から282m
営業：11:00～14:30 17:00～20:30
休日：日曜・祝日
予算：ランチ1,000円～2000円
座席：12席
HP: https://jouhou.nagoya/kanou/ 

おすすめメニュー

みそカツ￥1,050

解説
おそらく、名古屋でしか味わえないみそカツ丼、
見た目ほど、くどくありません。

中区
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推薦：
後藤百万

http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23000292/dtlphotolst/P463593/?ityp=4
http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23000292/dtlphotolst/P1580934/?ityp=4


あつた蓬莱軒（ほうらいけん）本店 うなぎ

交通：地下鉄名城線伝馬町駅 4番出口徒歩5分
営業： 11:30～14:00(L.O.) 16:30～20:30(L.O.)
休日：毎週水曜日
予約：不可
予算：3,000円(ランチ平均)、3,500円(通常平均)
HP：http://www.houraiken.com/index.html

明治六年創業以来の独特の‘てり’と、備長炭で焼きあげたあつあつの鰻。創業以来
守り続けた伝統の味が自慢。名古屋名物№1の「ひつまぶし」を食すならまずはこのお店。
名古屋市熱田区神戸町503 052-671-8686

解説

『ひつまぶし』の登録商標をとっているのがここ「あつた蓬莱軒」。備長炭でカリッと
焼き上げる三河一色産のうなぎと、創業明治6（1873）年から受け継がれている
秘伝のタレの相性が絶妙。この蒲焼きを食べに、全国から客が訪れ、行列ができる。

おすすめメニュー
ひつまぶし 3,600円（税込）
鰻白焼き（4切れ） 2,900円(税込)
うまき 1500円(税込)

熱田区

地下鉄伝馬町駅★

★
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推薦：
後藤百万



いば昇 うなぎ

交通：地下鉄東山線栄駅徒歩３分
営業： 11:00～14:30(L.O.) 16:00～20:00(L.O.)
休日：毎週日曜日、第2・3月曜日
予約：不可
予算：2,000～3,000円(昼・夜平均) 
HP：http://www.ibashou.jp/index.html

明治から続くうなぎの老舗。現在で5代目となるが3代目の主人がうなぎを細かく
きざんだ「ひつまぶし」を考案したともいわれる。ひつまぶしのお茶漬けには煎茶を使う。
名古屋市中区錦3−13−22 052-951-1166

おすすめメニュー
ひつまぶし 2,500円（税込）
上丼2,600円(税込)

中区

地下鉄栄駅 ★

★

解説

名大泌尿器科の教授が、子供の頃から慣れ親しんだ店。「ひつまぶし」は大正時代
に名古屋で始まり、「いば昇」も発祥店のひとつとされている。「ひつまぶし」には3つ
の食べ方があるので、来店時にはひつまぶしの3つの食べ方でお楽しみを！
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推薦：
松川宜久

http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23000727/dtlphotolst/P350894/?ityp=4
http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23000727/dtlphotolst/P372340/?ityp=3
http://www.tripadvisor.jp/LocalMaps-g298106-d1701106-Ibasho-Area.html


えびすや本店

交通： 地下鉄栄駅3番出口より徒歩5分

営業： 11:00～翌1:00(日祝～21:00)

定休日： 無休

予算： 1000円～2000円

HP: https://tabelog.com/aichi/A2301/A230102/23000286/

創業昭和2年（1927年）、手打ちきしめんの老舗。地元東海の粉を使ってこねから熟成
まで、手間と時間をかけたコシの強い麺が味わえる店。ざるきし850円などのほか、え
びおろし1400円が特に有名。
愛知県中区錦3-20-7 052-961-3412

解説
きしめんは平たく伸ばした麺なので、味がよく
しみこんで、とてもなめらかな食感です。

きしめん

中区

おすすめメニュー
・えびおろしそば 1400円
・チーズカレー 1000円
・味噌カツきしめん 1200円
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推薦：
藤田高史



きしめん よしだ

交通： 名古屋駅から徒歩3分（エスカ地下街内）

営業： 11:00～21:00(L.O.20:30)

定休日： 9月・2月の第2木曜・元旦

予算： 800円～

HP： http://www.yoshidamen.co.jp/

名駅すぐの地下街にある創業明治23年（1890年）の老舗。自社工場で麺を作り上げ、

季節によって種類を変えるこだわり。保存料などを一切使わず、小麦粉と塩のみで打
ち上げられる麺は、コシもさることながらのど越しも逸品。
愛知県中村区椿町6-9 エスカ地下街 052-452-2875

解説
きしめんは、さぬきうどんとは違ってこしがなく、柔らかい
麺です。醤油出しつゆが基本。

きしめん

おすすめメニュー
・きしめん 500円
・天ぷらきしめん 820円
・みそきし 700円

中村区
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推薦：
後藤百万



東京やサービスエリアにも店舗展開している名古屋名物「天むす」の専門店。
名古屋市中区3-5-12 栄・森の地下街南一番街 ℡：052-962-5188

交通： 地下鉄東山線・名城線栄駅下車・・・徒歩5分、駐車場なし
営業： 11：00～20：00
休日： なし
予約： お昼以外は予約可能
予算： 630円～
H P： http://www.jiraiya.net/

地雷也

おすすめメニュー
・天むす(5個) 630円
・黒米天むす(5個) 683円
・高菜天むす(5個) 683円
・3種天むす(3個) 399円

天むす

解説：
カレーうどん等の名古屋名物が揃ったセッ
トも魅力的です。

中区

地下街です
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推薦：
後藤百万



名古屋名物創業３０年の味！最高級の米、えび、のりのおいしさ！
名古屋市大須4-10-82 ℡：052-262-0466

交通： 地下鉄名城線上前津駅下車・・・徒歩5分、駐車場なし
営業： 08:30～18:00（なくなり次第終了） 12:00～14:00は、店内食事可
休日： 毎週火曜・水曜
予約： 持ち帰りは予約可能
予算： 1,000円以下
H P： http://nttbj.itp.ne.jp/0522620466/index.html

解説：
１人前５個にきゃらぶきが添えられた天むすは７３５円。予約しての持ち帰りが中心
ですが、正午から２時まではお茶とともに店内で味わうこともＯＫ。
にぎりたてのアツアツの天むすは、また格別の味です。

天むす 千寿 天むす

中区

15

おすすめメニュー
・天むす(5個) 735円
・きゃらぶき 315円

推薦：
佐々直人

http://nttbj.itp.ne.jp/0522620466/index.html


名古屋の名物郷土料理『どて焼き』と『味噌串カツ』。昭和24年創業以来灯し続けてきた
名古屋伝統の味。
名古屋市中区栄2-1-14 052-231-5977

解説
席はカウンターのみ（20席）。ここの八丁味噌料理は抜群！
大根、オムライス、味噌カツが名物。客層もよく、女将さんも愛想がよく話しやすい。

島正 （しましょう）

交通：地下鉄鶴舞線・東山線伏見駅下車４番出口・・・徒歩3分
営業：L  11:30～13:30    D  17:00～22:00
休日：毎週土曜、日曜、祝日
予約：望ましい
予算：L  750円～ D  3,000円～
HP：http://www.shimasho.biz/

どて煮・味噌おでん

中区 おすすめメニュー
・オムライス 800円
・どてめし 750円
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推薦：
後藤百万



ラーメン好来 （こうらい）分店

名古屋およびその近郊には漢方薬膳、ごった煮、MIX系しょうゆ味といわれる、好来
系統のラーメン店が多くあります。
どの店でも共通なのは、スープに漢方系の素材を使用し健康によいと謳われていた
り、高麗人参酢や自家製ラー油の調味料がカウンターにおいてあります。
名古屋市中区東桜2-22-22 曙ビル 1Ｆ 052-932-1439

交通：地下鉄東山線新栄町駅①番出口・・・徒歩5分
営業：11:00～翌2:00 
休日：年中無休
予約：不要
予算：1000円
HP：http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230104/23031203/

解説
あっさり系でスープは最後まで飲み干せます。量は少し少なめ。

中区
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推薦：
山本徳則



飛騨高山の暖簾分けのお店で高山の「真砂」は昭和13年創業で高山に中華そ
ばをもたらした店です。
名古屋市中区金山5-8-8 052-882-2937

交通：地下鉄名城線東別院駅②番出口・・・徒歩10分
営業：L 11:00～14:00 D 17:30～20:00

休日：日曜・第3月曜日
予約：不可
予算：1000円
HP：http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23001331/

解説：醤油の主張は抑えめで、甘みが全面に押し出されたスープ。脂はかなり控
えめで口当たりアッサリしている。麺も変わっている。名古屋の隠れた中華そば
屋の名店。

ラーメンまさご

中区

18

推薦：
後藤百万

http://r.tabelog.com/aichi/A2301/A230105/23001331/


味仙 矢場店（みせん やばてん）

交通：地下鉄名城線 矢場町駅下車4番出口・・・南西へ徒歩5分
営業： 【平 日】L  11:30～14:30    D  17:00～25:00

【金・土】L  11:30～14:30    D  17:00～26:00
休日：無休
予約：望ましい
予算：L  580～円 D  580円～
HP：https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23004315/
本店（今池）HP: http://www.misen.ne.jp/

解説
目玉は台湾ラーメン。辛さのあるスープが刺激的。挽肉、韮といかにもこの暑い時期
スタミナがつきそうな組み合わせ。他に、青菜炒め、小袋、酢豚などもおすすめ。

おすすめメニュー
・台湾ラーメン 580円
・青菜炒め 580円
・小袋 630円

ラーメン

名古屋のご当地グルメ台湾ラーメンの元祖。1970年代に「味仙」台湾人店主が考案。
名古屋市中区大須3-6-3 052-238-7357

中区
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推薦：
後藤百万

http://www.misen.ne.jp/


店内に海槽を設け、魚翅（フカヒレ）や燕窩（海ツバメの巣）などをはじめ、中
国潮州海鮮料理（潮州料理は広東料理のルーツともいわれている）を提供。
名古屋市中区栄5-2-36 パークプレイス1F 052-262-3377

交通：地下鉄名城線 矢場町駅下車1番出口・・・北へ徒歩30秒
営業：L  11:30～14:30    D  17:00～21:30
休日：無休
予約：望ましい
予算：L  3,000円～ D  10,000円～
HP：http://www.choryubo.com/

解説
中区栄に位置し、三越・松坂屋・PARCOなどの近くに在り。料理の特徴は、さっぱりとした
味付けでくどさがまったくない、どちらかというと日本料理に近い感覚の中華。
カウンター、個室がある。

おすすめメニュー
・フカヒレ姿造り刺身 6,000円
・ランチコース 2,625円～
・ディナーコース 7,350円～

中華晁隆房（ちょうりゅうぼう）

中区
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推薦：
馬嶋 剛



洗練された大人の雰囲気の落ち着きのある中華料理レストラン。伝統的な味とヌーベル
シノワの新しいスタイルの中華料理。 東海放送会館（通称テレピア／14階及び15階）
住所：名古屋市東区東桜1丁目14番25号 052-201-3201 

解説

名古屋では古くから親しまれている広東料理の中華レストランで、ホテルオークラ
東京より招聘した料理長がいる。どの料理も食べやすく、フカヒレ入りカニタマゴ
スープ、チャーハンはとてもおいしい。

桃花林（とうかりん） 中華

交通：地下鉄東山線・名城線「栄」駅4A出口より東へ徒歩5分
地下鉄桜通線 「高岳」駅4番出口より南へ徒歩5分

営業： ランチ/11：30～14：00(L.O) ディナー/17：30～20：30(L.O)
（土日祝日は14:30L.O、17：00OPEN

休日： 年中無休

予約： 望ましい

予算： Ｌ 1,500円～ D 5,000円～

HP： http://www.hotelokuranagoya.com/tohkalin/index.html

東区
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推薦：
後藤百万



Antichi （アンティキ）

名古屋市東区上堅杉町25番地 ✆052-951-5622

築100年の民家を改装した明治大正の雰囲気のイタリアレストラン。1998年オープン。
落ちついたレトロな雰囲気で、イタリア料理とイタリアワインが楽しめます。

交通： 地下鉄市役所線市役所下車□番出口・・・徒歩5分

営業： Ｌ 11：30～ (LO: 14:00)    D  17:30～ （LO: 21:30）

休日： 毎週月曜

予約： 望ましい

予算： Ｌ 2,400円～ D 6,300円～

HP： http://www.antichi-jp.com/

解説

当教室の後藤教授が、最近お気に入りのイタメシレストラン。静かでクラシックな
雰囲気がとてもよい。和の雰囲気の中で食べる、和の食材を活かしたイタリア料理
が素晴らしい。

イタリアン

東区

名古屋市役所

愛知県庁

地下鉄市役所駅

ウィル愛知
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推薦：
後藤百万



The Kawabun Nagoya（ザ・カワブン名古屋 ） イタリアン

名古屋城の築城とともに、上流階級の社交場として四百年の時を刻んできた料亭「河
文」。河文が2007年にイタリアレストランとして開業したのが「THE KAWABUN 
NAGOYA」です。
名古屋市中区丸の内2-12-30 電話：052-222-0020

交通： ＪＲ名古屋駅《桜通口》よりタクシー約7分
地下鉄 鶴舞線・桜通線「丸の内」駅 《2番もしくは4番出口》 より徒歩 約5分

営業： Ｌ 11：30～14:00)    D  17:30～22:00（月～金） 18:00～22:00（土/祝）

休日： 年中無休

予約： 望ましい

予算： Ｌ 1,000円～ D 3,800円～

HP： http://www.thekawabunnagoya.com
解説

ここも当教室の後藤教授お気に入りのイタメシレストラン。いつも混んでいて、静かでは
ないが、たいまつの火が燃える庭が、エキゾチックな雰囲気をかもしだす。
和食とイタリアンを融合した料理とワインが楽しめる。
食後は、ラウンジバーでアルコールもオーケー。

中区
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推薦：
後藤百万



ヴィネリア・カッシーニ イタリアン

交通： 東別院駅(地下鉄名城線)から徒歩8分 金山総合駅から徒歩11分
営業： 11:30 ～ 00:00 23:00（LO）

休日： 日曜定休日

予約： 望ましい

予算： Ｌ 2,000円～ D 6,000円～

HP： http://vineria-cassini.com/

解説

当教室の後藤教授が最もよく行くイタメシレストラン。おそらく1年に15回は行っている。
お店の雰囲気はカジュアルだが、料理の味は一流。シェフとソムリエの2人で切り盛り。

24

推薦：
後藤百万

名古屋市中区伊勢山1-9-13 伊勢山ハイツ1F 電話：052-228-0804

中区

http://goope.akamaized.net/34767/160722175626-5791dfba4161e.jpg
http://goope.akamaized.net/34767/160415174923-5710ab137bb15.jpg


レストラン ロワール フレンチ

名古屋東急ホテル内にあるフレンチレストランで、数えきれない名古屋のフレンチ
の中でも味に定評のあるレストランです。
名古屋市中区栄4-6-8         052-251-7330  

交通：名古屋駅→[地下鉄東山線]→栄駅下車 12番出口から、
まっすぐ(広小路通沿い)徒歩5分

営業： ランチ/11：30～14：30(L.O) ディナー/17：30～22：00(L.O)
休日： 年中無休

予約： 望ましい

予算： Ｌ 2,900円～ D 6,500円～

HP： http://www.nagoya-h.tokyuhotels.co.jp/restaurant/loire/furenchi/

中区

解説
Typical なフレンチであるが、洗練された味でレベルは高く、ワインもおいしい。
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推薦：
後藤百万



レストラン イグレック アサイ フレンチ

交通：地下鉄東山線・栄駅より徒歩5分（オアシス21よりＮＨＫビル北側へ）

営業： ランチ/11：30～14：00(L.O) ディナー/18：00～21：30(L.O)
休日： 毎週月曜

予約： 望ましい

予算： Ｌ 2,800円～ D 6,400円～

HP：http://www.y-asai.jp/

名古屋栄の中心にあるフレンチレストラン。ロブジョンの元で修業したというオーナーシェフ
浅井氏による料理は、独創的で、味覚的にも視覚的にも新鮮なフレンチである。
白を基調としたレストランは明るくて落ち着いた空間。
名古屋市東区東桜1-9-19成田栄ビル２F 052-955-1909

東区

解説
当科の後藤教授は１回しか行ったことがないとのことであるが、きれいな料理と
おいしいブルゴーニュのワインが忘れられないと言っている。
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推薦：
後藤百万



焼酎専門店 だいやめ
（焼酎と九州料理）

居酒屋

「だいやめ」 とは、鹿児島の方言で、晩酌して一日の疲れを癒すという意味。焼酎を
チビチビ飲んで疲れを癒すという九州の酒文化を名古屋に持ち込んだ居酒屋。

名古屋市中区大井町3-20山下ビル 1F 052‐331-0940

交通：地下鉄名城線東別院駅1番出口を出て20ｍ左側。
営業： 5：00 pm～0:00 am
休日： 日曜日

予約： 望ましい

HP：http://www.daiyame.jp/

推薦：
後藤百万

解説：
焼酎専門店で豊富な種類の焼
酎が楽しめるが、出される九州
料理は何を食べてもすごくおい
しい。教授の後藤は月1回行っ
ているが、名大総長、ノーベル
物理学賞の天野教授お笑いタ
レントの西川きよしさんに至るま
で、幅広いファンをもつお店です。
焼酎を炭火で温めて飲む「ジョ
カ」は非常にまろやかで、焼酎
の味をひきたてます。ぜひお試
しください。

西川 清 さん
もお勧め
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中区

http://www.daiyame.jp/shochu/


居酒屋

名駅、柳橋市場の路地裏に創作和食とうまい酒が楽しめる小料理バル・ドメ。名前
の由来となったドメスティック＆ローカルをテーマに、愛知近郊の地産の物やできる
だけ有機にこだわった食材を厳選した料理と酒が楽しめます。

小料理バル

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-21-6 052-485-7888

ランチ 月～金 11：30～14：00 (L.O. 14:00)
月～木ディナー 17：00～24：00 
（FOOD L.O 23:00 / DRINK L.O. 23:30）
休日：日曜・祝日
予約：望ましい
予算：4000円程度
HP:   http://www.domestic.jp/

推薦：
加藤真史

解説：名古屋飯で東京に進出したゼットンが新規に出店した小料理・居酒屋で、
名古屋の地酒や地産地消の魚屋串カツなどが売り。
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中村区



おばんざい料理（割烹）・居酒屋ままや

愛知県名古屋市中区栄4-5-14 宗次ホール 1F 052-262-5354

交通手段
地下鉄東山線・名城線栄駅 12番出口より徒歩3分、栄町駅から405m
営業時間
11：30～13：00（L.O.13：00）
17：00～23：00（L.O.22：00）
定休日：日曜日･祝日
予算 5,000～
予約 可能（望ましい）

大皿おばんざい料理のお店で、豊富な種類の料理がカウンターに並び、ぐるぐる
見て回って、店員さんに欲しい料理リスト伝えます。厨房でさらに手を加えてテーブルに
運んでくれます。料理のクオリティは高いです。基本的には居酒屋。

HP： https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23043213/

推薦：
松尾かずな
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中区



HP： https://www.kinboshi.net/

焼き鳥きんぼし

きんぼしは1992年、今池で誕生した焼き鳥屋。2003年に新栄店、2009年に伏見
店、そして2011年に名駅キャッスルプラザ店、2015年に焼鳥懐石青海波を開店。

今池店
住 所／〒464-0850
名古屋市千種区今池5-4-9
電 話／052-732-5421
営 業／午後5時半〜11時
定休日：火曜

伏見店
住 所／〒460-0008
名古屋市中区栄2−1−2 ダイヤパレス伏見2F
電 話／052-201-5531
営 業／午後5時半〜11時
オーダーストップ／午後10時半
定休日／日曜日

名古屋キャッスルプラザ店
住 所／〒450-0002
名古屋市中村区名駅4-3-25
ホテルキャッスルプラザ地下1F
電 話／052-541-3050
営 業／午後5時半〜11時
オーダーストップ／午後10時半
定休日／無定休で営業。

新栄点
住 所／〒460-0007
名古屋市中区新栄1-6-6 神田ビル1F
電 話／052-251-1203
営 業／午後5時半〜11時
オーダーストップ／午後10時半
定休日／月曜日

推薦：
加藤真史
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焼き鳥むさし栄店

営業時間17:00～24:00（ラストオーダー23:30、日曜営業）
定休日不定休
個室有り
平均予算￥3,000〜
HP： http://yakitorimusashi.comshop/index_02.html

名古屋の焼き鳥店。名古屋飯ではないが、普通においしい焼き鳥が食べられる。
名古屋駅前店 、 栄店 、オアシス北店 、新栄店 、大曽根店あり。
愛知県名古屋市中区栄4-2-17 2F 052-262-0911

推薦：
松尾かずな
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Ｃ級？ど定番？
Ｉ Ｌｏｖｅ 名古屋めし！

医局員、匿名の推薦？？

これ以降のお店の詳細は、Ｗｅｂでチェックしてください（笑）

風来坊

手羽先といえば「世界の山ちゃん」
と思っている方は大間違い。世界の
山ちゃん創業者が、その味を研究
したのが「風来坊」です。
筆者が名古屋に来たとき、風来坊は数あれど、山

ちゃんはどこにもなかった。
先に手羽先の注文をとる

ところ、手羽先のお持帰り、
魚介類が意外に美味しいの
が特徴。

学生には少し高い居酒屋。
是非ご笑味あれ。

名古屋国際会議場の最寄り店が一号店

32



定番居酒屋メニュー

おでん
真っ黒になったダイコン。茶色く光るゆで卵。
名古屋のおでんは、これ。街の居酒屋メニュー
のど定番。だしおでんもありますけどね。
ちなみに筆者は、某名大病院隣ＪＲ高架沿いの

「ゆきちゃんラーメン」のおでんが
お気に入り。あ、ラーメン屋だけど、
ラーメンは人を選びます。

有名処は、伏見の「島正」か。
10日煮込んだダイコンは絶品とか。

島正（しましょう）：名古屋市中区栄2-1-19
営業時間 17:00～22:00 定休日 土曜・日曜・祝日

げんきや：たません
名古屋での屋台の定番「たません」。
2分でできるお手軽粉もの料理ではありますが、れっき

とした名古屋めし。
筆者がはじめて食したのが、金山「げんきや」

がまだ、名大病院近くの荒畑にあった頃。
げんきやは粉もの、お肉料理、海鮮料理など
何でも美味しい、街のがんばり屋です。

げんきや：名古屋市中区金山２-７-１４ エスポア金山Ⅲ １F
050-5868-4893 (予約専用番号)
052-332-1668 (問合せ専用) 33



定番居酒屋メニュー

どて煮
大阪発祥の「どて焼き」。ところ変わって、真っ黒になった

ホルモン「どて煮」も、名古屋めしのど定番。
ネットで探すと、堀田の立ち飲み屋「どての品川」がヒット。

1959年から継ぎ足した味噌だれがいかにも美味しそう。
どて煮、串カツ食べたいなあ。

タコ

三河湾に浮かぶ「日間賀島」。タコ料理を楽しむために、
名鉄（名古屋鉄道）などは毎年ツアーを組んでいる。
もちろん、満員御礼。
ちなみに、三河湾のトラフグの美味しさも知る人ぞ知る

ところ。かの下関のフグは、当地のフグを取り寄せるとか。
ウナギは有名すぎるから、ここでは割愛。

どての品川：名古屋市瑞穂
区下坂町1-23
052-881-5529
17:30～21:00(LO20:40)
姉妹店は新瑞橋にも

晴快荘：日間賀島出身の主人の出すタコ料理
をはじめとした海鮮料理は絶品とか。
名古屋市中区丸の内3-4-31
052-971-3091
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麺！さえあれば何でもできる？

台湾ラーメン
台湾にはない台湾ラーメン。発祥は「味仙」。

実は、店によって、意外にいろんな台湾ラー
メンが存在。味仙も、店によって少しずつ違
うので、おすすめ台湾ラーメンを聞いてみる
のも一興。
高畑にある「麺屋はなび」発祥

の台湾まぜそばも、今では
いろんなお店で食せます！
新顔の釜玉ラーメン（新名古屋

めし総選挙2014グランプリ）なる
ものは今池から大須に移転した
「釜玉屋」で。

きしめん
どこのきしめんが一番美味しいか。どこも一緒

と思ったら大間違い！？
値段と味を総合的に加味すると、

ＪＲ名古屋駅新幹線上りホームの
「名代 きしめん 住よし」を推奨
する声、多数。土産でよくみる
「宮きしめん」だけではない！

麺屋はなび：
名古屋市中川区
高畑1-170
052-354-1119

釜玉屋：
名古屋市中区
大須3-20-14
052-261-
0177
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麺！さえあれば何でもできる？

うどん
名古屋のうどんの食べ方は、「ころうどん」。
岐阜県多治見市「信濃屋」発祥とか。通は

「ころ」と叫んでみましょう。どんなものが
出てくるかはお楽しみに。
労働者の定番は「長命うどん」。安く早く長い！
また、カレーうどんの「若鯱屋」

は名古屋市北区にある「鯱乃屋」
が本店です。
しのだうどん（揚げが細切れ）、

豊橋うどん（とろろご飯、うずら入り）などの
バリエーションも機会があればお試しを。

あんかけパスタ
ボリューム満点なあんかけパスタ。
栄の「ヨコイ」が発祥と思いきや、
「そ～れ」が発祥とか。スパイシー
なあんをどうぞ。

パスタといえば、「ナポリタン」
も独特。鉄板に薄焼き卵をしき、
トマトケチャップでからめた麺と
ウインナーを添えて焼く。街の
喫茶店で。

鯱乃屋：
名古屋市北区
田幡2-14-1
052-915-8156

そ～れ：名古屋市
中区栄4-9-10 
愛信プラザビル 2F
052-265-3990

ヨコイ住吉本店：
名古屋市中区栄
3-10-11 サント
ウビル 2F
052-241-5571

ちなみに、ヨコイの入っているビルの4
階には、名古屋ローカルゲイ人「おか
まのけんちゃん」経営の老舗ゲイバー
「PARTY HOUSE25」もあります。
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喫茶店メニュー

小倉トースト
トーストにたっぷりの小倉あんを乗せていただく。

多くの喫茶店にあるので、試してみては。
なお、コンビニなどで見られる

山崎パンの「小倉＆マーガリン」
と「小倉＆ネオマーガリン」は
当地の子供たちのソウルフード。

コメダ珈琲：シロノワール
コメダ珈琲の定番スイーツ。見た目のボリュームに

反して、ペロッといけてしまう。
シロノワールをご存じの方は、バレンタイン限定の

「クロノワール」は食べた！？
※季節によってバリエーション多数
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喫茶店メニュー

コンパル:各種サンド
当地の喫茶チェーンとしては、コメダと双璧をなすコンパル。

ここのサンドイッチは知る人ぞ知る名品。こぼれんばかりの
エッグと合わさった、各種の具はどれもおすすめ。筆者は
卵サンドがお気に入り。エビカツサンドも捨てがたさＮｏ．１。

ＨAＲＢＳ
ＨＥＲＢＳのケーキは見物。

コメダのシロノワールを小ぶり
にしたサイズに驚くが、その
軽い食感と深い味わいに、
瞬く間に皿からケーキが蒸発！？
ミルフィーユを是非。

すいーつ
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すいーつ

Ｐａｔｅｌ：なめらかプリン

ここのなめらかプリンを一度
は食べてみて。
Ｐａｓｔｅｌもまた、チェーン展開
されているど定番。
季節ごとのスイーツは、どれ
も嬉しい。

ANTIQUE
愛知県大府市に本店があり、数年前

に札幌にも進出。スイーツにこだわる
道民も唸ったとろなまドーナツは有無を
言わさず食べるべし！
天使のチョコリングやチーズリング

（大きい！）もおすすめ。
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すいーつ

養老軒
岐阜に本店、デパート「丸栄」B1階

に店舗あり。フルーツ大福、いちご大福は、数ある大福で
もトップクラスの美味しさ。
ウインクしたいちごちゃんも愛敬たっぷり。

藤田屋
大あん巻といえば、知立

（ちりゅう）藤田屋。ターミナル駅
には露店を出しています。
粒あん、白あん、うぐいすあん
だけでなく、天ぷらあん巻が
子どもの心をわしづかみ。

これとそっくりの「大砲巻」は
知多の和菓子。大砲巻はちょっと
細長い。
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