
⑧　　 名古屋市名東区

名古屋コーチンが
食べられるお店案内
名古屋コーチンが
食べられるお店案内

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-4-10 大津橋ビル4階

http://nagoya-cochin.jp

TEL.052-951-7510  FAX.052-253-6658

品種の特徴

名古屋コーチンで、
食の未来を拓く、創る。

鶏肉の美味しさの秘密　
飼育期聞はおよそ120日間、ブロイラーの2倍～3倍も長く飼育。

飼育期間の長さが肉をいっそう美味しくする。

ブロイラーに比べてコラーゲンでできた筋繊維の結合組織が厚く、

歯ごたえを高めます。

食の幸せ名古屋コーチン
おいしい鶏の代表「名古屋コーチン」は、

明治維新で禄を失った尾張藩士、海部壮平・正秀兄弟の血のにじむような

努力の結果から生み出された傑作です。

国産実用品種第一号に認定された「名古屋コーチン」は、

明治時代から昭和三十年代までの養鶏産業の発展とともに

活躍してきましたが、昭和三十七年以降、外国鶏が導入されると、

「名古屋コーチン」は激減しました。

その後、地鶏肉の生産という新たなニーズを受けて、

種の絶滅という危機を乗り越え、再び活躍の場を取り戻しました。

現在では全国で最も知名度が高いブランド地鶏として幅広く定着し、

多くの人々から愛されています。

名古屋コーチンは
世界にも誇れる
地鶏の王様、

究極のかしわです。
その姿も美しく羽はバフ色、

脚は鉛色で、
名古屋コーチンだけが
持つ特徴です。

卵をよく産み肉もおいしい卵肉兼用種

雌は体羽のほとんどがバフ色

鶏冠（とさか）は鮮赤色で単冠

眼は赤栗色

嘴（くちばし）は淡黄褐色

脚は鉛色（灰色）

耳朶（じだ）は鮮赤色

鶏卵の
美味しさの秘密　
卵黄粘度が高い（「とろみ」や

『歯ごたえ」といった食感がよい）

卵黄の旨味が強く、卵黄の量も多い。

卵白は泡立ち性がたかく、

ふわふわのケーキができます。

コーチン中華そば・親子丼
名古屋コーチン一鳳 庵

052-725-3302

名古屋市東区矢田南4丁目102-3
イオンモールナゴヤドーム前専門店街

住

オススメ

鳥料理
専門店

⑤　　 名古屋市東区

コーチン福壺蒸しトマトスープ仕立て
料亭 か茂免

052-931-5806

名古屋市東区白壁4-85住

オススメ

日本料理
⑤　　 名古屋市東区

名古屋コーチン手羽先唐揚げ
我楽多文庫 車道店

052-979-2555

名古屋市東区葵2-4-7
アンシャンテ車道1F

住

オススメ

居酒屋
⑤　　 名古屋市東区

名古屋コーチン釜 玉ラーメン

⑥　　 名古屋市千種区

釜玉屋

052-732-8118

名古屋市千種区内山3-20-19住

オススメ

ラーメン

朝びき 純系名古屋コーチン刺身・
名古屋コーチン鍋・コーチン手羽先唐揚げ

⑥　　 名古屋市千種区

名古屋コーチン串焼旬菜 むかしや

052-763-5631

名古屋市千種区池下1-3-9
みずのビル1F

住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチン入味噌煮込みうどん

⑥　　 名古屋市千種区

味噌煮込みうどん山本屋 大久手店

052-733-7413

名古屋市千種区大久手町5-9-2住

オススメ

うどん
そば

カステラ

⑦　　 名古屋市昭和区

菓宗庵 八事本店

052-831-2488

名古屋市昭和区広路町石坂36住

オススメ

和洋菓子

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

⑦　　 名古屋市昭和区

山本屋本店 桜山店

052-842-0975

名古屋市昭和区桜山6丁目105番5号住

オススメ

うどん
そば

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

山本屋本店 名古屋インター南店

052-704-1906

名古屋市名東区極楽3丁目6番地住

オススメ 名古屋コーチン味噌煮込み・名古屋コーチン親子丼 ※提供は期間限定
　2月上旬～3月中旬

⑧　　 名古屋市名東区

株式会社サガミチェーン 和食麺処 サガミ

052-771-5489

名古屋市名東区高社1-83-1
名古屋市内 16店舗

●土古（どんこ）店　●木場店　●四軒家店　●守山大永寺店
●中根店　●一色大橋店　●松葉公園店　●千音寺店
●柴田店　●一社店　●梅森坂店　●潮見ヶ丘店　●有松店　
●鳴海店　●志賀公園店　●黒川店

住

オススメ

和食
そば
うどん

名古屋コーチン手羽先唐揚げ

⑧　　 名古屋市名東区

我楽多文庫 藤が丘本家

052-776-5888

名古屋市名東区明が丘97-2住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチン手羽先唐揚げ

⑧　　 名古屋市名東区

我楽多文庫 本郷店

052-777-1126

名古屋市名東区上社2-202
愛三ビル2F

住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチン手羽先唐揚げ

⑧　　 名古屋市名東区

我楽多文庫 一社店

052-704-3700

名古屋市名東区一社2-86住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチン親子丼

⑨　　 名古屋市緑区

鶏三和 イオンモール大高店
3Fフードコート内

052-626-2919

名古屋市緑区大高町字奥平子1-1住

オススメ

鳥料理
専門店

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

⑩　　 名古屋市守山区

山本屋本店 守山店

052-791-0194

名古屋市守山区野萩町13番13号住

オススメ

うどん
そば

名古屋コーチンのしゃぶしゃぶ
（2日前までの要予約）

⑪　　 名古屋市天白区

かしわの王様 炭火焼き名古屋コーチン料理

052-801-8899

名古屋市天白区植田西3丁目1313
GP浅井ビル1F

住

オススメ

鶏料理
専門店

絶品名古屋コーチン殿様コロッケ・名古屋コーチン
たまご姫アイス・名古屋コーチン 親子丼

⑪　　 名古屋市天白区

delaふぁーむ内レストラン名古屋市
農業センター

052-801-7898

名古屋市天白区天白町平針黒石
2872-3

住

オススメ

和洋食

名古屋コーチン親子丼

⑲　　 常滑市

鶏三和中部国際空港 旅客ターミナルビル4階

0569-89-9643

常滑市セントレア1丁目1番地　住

オススメ

鳥料理
専門店

プリン

⑰　　 日進市

菓宗庵 日進店

0561-72-5988

日進市栄2丁目403住

オススメ

和洋菓子

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

⑫　　 一宮市

山本屋本店 一宮インター北店

0586-77-0711

一宮市浅野大字大曲り2丁目1番地住

オススメ

うどん
そば

名古屋コーチン5本セット
（もも、むね、砂肝、ぼんぼち、手羽先）

㉒　　 豊橋市

炭火焼・焼鳥 鳥八 匠

0532-56-6360

豊橋市駅前大通1-10住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチン串4本セット
（もも、むね、砂肝、手羽先）

㉒　　 豊橋市

炭火焼・焼鳥 鳥八 西駅店

0532-31-4870

豊橋市花田一番町185住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチン串5本セット

㉒　　 豊橋市

炭火焼・焼鳥 鳥八 NEW MARKⅡ店

0532-52-4180

豊橋市広小路1丁目40-2住

オススメ

居酒屋

もも肉の炭火焼

㉑　　 岡崎市

炭火焼・焼鳥 鳥八 東岡崎店

0564-25-7847

岡崎市明大寺川端7-3住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチンひきずり むね肉焼き霜造り

⑯　　 春日井市

極上素材 四季の味 水徳

0120-101-523

春日井市八光町1-18-1住

オススメ

和　食

名古屋コーチン釜飯・ハンバーグ・唐揚げ・ハム

⑮　　 西春日井郡

河良

0568-28-6006

西春日井郡豊山町青山金剛6-1住

オススメ

日本料理

元祖  石焼

⑭　　 小牧市

名古屋コーチン石焼・日本料理 かな和

0568-72-6333

小牧市東田中1632-1住

オススメ

鳥料理
専門店

名古屋コーチン生みの親 壮平さんどら焼き

⑭　　 小牧市

御菓子処 ゑびすや

0568-79-8106

小牧市大字池之内685番地1住

オススメ

和洋菓子

名古屋地どりコーチンカステラ・
名古屋地どりコーチンパイ

⑭　　 小牧市

長崎堂小牧工場売店

0568-77-6261

小牧市大字西之島字丁田1915番地1住

オススメ

和洋菓子

⑬　　 北名古屋市

株式会社サガミチェーン  和食麺処 サガミ

052-771-5489

北名古屋市九之坪下葭田150
愛知県内（名古屋市を除く） 28店舗

住

オススメ

和食
そば
うどん

たこ焼（名古屋コーチンの卵を使用）

⑱　　 刈谷市

たこ焼 皓介

0566-24-1314

刈谷市御幸町3-92住

オススメ

日本料理

名古屋コーチン あんかけ丼

⑬　　 北名古屋市

旬彩 千福

0568-22-0336

北名古屋市西之保清水田52住

オススメ

日本料理

名古屋コーチン親子丼

⑳　　 豊田市

上郷サービスエリア あかつき食堂

0565-28-5447

豊田市西田町外林3住

オススメ

日本料理

うどん
そば

名古屋コーチン味噌煮込み・名古屋コーチン親子丼 ※提供は期間限定
　2月上旬～3月中旬

●藤ヶ丘店  ●一宮公園通店  ●一宮今伊勢店  ●一宮千秋店  ●稲沢店　
●富吉店  ●春日井篠木店  ●味美店　●高蔵寺店  ●小牧店  ●瀬戸店 
●新川店  ●西春店  ●津島江川店  ●日進店  ●開明店  ●岡崎羽根店 
●刈谷店  ●高浜店  ●西尾店  ●知立店  ●豊田寿店  ●豊田朝日店 
●豊田上野店  ●大府店  ●武豊店  ●加木屋店  ●江南店

郊外店
⑫一宮市　
⑬北名古屋市  
⑭小牧市
⑮西春日井郡
⑯春日井市
⑰日進市　⑱刈谷市
⑲常滑市　⑳豊田市
㉑岡崎市　㉒豊橋市

雄は羽色がやや赤味が強く、尾羽は緑黒色
ひきずり



扶桑町

大口町江南市

犬山市

⑲
常滑市
⑲
常滑市

⑱
刈谷市

㉑ 岡崎市

⑫ 一宮市 ⑭
小牧市

⑯ 春日井市

⑳ 豊田市⑰
日進市

㉒ 豊橋市

蟹江町

飛島村

東海市 大府市

東浦町知多市

阿久比町

半田市 碧南市

西尾市

一色町 吉良町

幸田町

幡豆町

武豊町

美浜町

南知多町

知立市

安城市
高浜市

蒲郡市 豊川市

小坂井市

田原市

新城市

設楽町

東栄町

豊根村

豊明市

大治町

清須市
あま市

稲沢市

愛西市

弥富市

津島市

岩倉市

瀬戸市

尾張旭市

長久手市

東郷町

みよし市

⑬ 北名古屋市⑬ 北名古屋市

北区

扶桑町

大口町江南市

犬山市

中川区蟹江町

港区
南区

東海市

大阪府

⑨緑区

⑪天白区瑞穂区
④
熱田区

⑦昭和区

⑥千種区

⑩守山区

⑤東区
⑧
名東区

②
中村区大治町

甚目寺町

清須市

稲沢市

愛西市

弥富市

一宮市

岩倉市

小牧市

春日井市

豊山町

瀬戸市

尾張旭市

長久手市

豊田市

日進市

みよし市

北名古屋市

③西区

①
中区

名古屋市名古屋市

なごっぴー

テレビ塔テレビ塔
栄駅栄駅

熱田神宮熱田神宮

名古屋城名古屋城

名古屋駅名古屋駅

金山駅金山駅

⑮ 西春日井郡⑮ 西春日井郡

名古屋コーチンが食べられるお店名古屋コーチンが食べられるお店

店舗紹介店舗紹介
名古屋コーチン親子丼

①　　 名古屋市中区

鶏三和 栄丸栄本店 Ｂ１Ｆ

052-264-6562

名古屋市中区栄3-3-1住

オススメ おこわ六行御膳

①　　 名古屋市中区

六行亭 本店

052-262-0600

名古屋市中区栄三丁目7-24
（鈴波本店西隣り）
住

オススメ

和　食

名古屋コーチン 刺身五種盛

①　　 名古屋市中区

名古屋コーチン料理 鳥銀本店

052-973-3000

名古屋市中区錦三丁目14-22
宮木ビル1階

住

オススメ

①　　 名古屋市中区

名古屋コーチン料理 鳥銀風月

052-973-3000

名古屋市中区錦三丁目18-12
ミネックス88ビル8階

住

オススメ 名古屋コーチン もも一枚焼き・
名古屋コーチン 釜めし・名古屋コーチン 親子丼

①　　 名古屋市中区

鳥しげ 錦店

052-972-1331

名古屋市中区錦3丁目18-21
東京第一ホテル錦1階

住

オススメ

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

名古屋コーチン 刺身五種盛・
名古屋コーチン鍋・名古屋コーチン手羽先唐揚

鳥料理
専門店

親子煮込

①　　 名古屋市中区

山本屋総本家 本家

052-241-5617

名古屋市中区栄3丁目12番19号住

オススメ コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

①　　 名古屋市中区

山本屋本店 栄中日ビル店

052-241-1939

名古屋市中区栄4丁目1番1号
中部日本ビルディングB2F

住

オススメ コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

①　　 名古屋市中区

山本屋本店 栄本町通店

052-201-4082

名古屋市中区栄2丁目14番5号
山本屋本店ビル1F

住

オススメ

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

①　　 名古屋市中区

山本屋本店 栄中央店

052-252-0253

名古屋市中区栄3丁目3番21号
セントライズ栄B1F

住

オススメ

①　　 名古屋市中区

山本屋本店 広小路伏見店

052-222-0253

名古屋市中区錦1丁目18番22号
名古屋ATビル1F

住

オススメ

①　　 名古屋市中区

燻製厨房芳我館

052-201-5858

名古屋市中区大須1-12-2住

オススメ 水炊き鍋・味噌鍋・手羽先唐揚・親子丼

①　　 名古屋市中区

名古屋コーチン 一鳳にしき

052-961-1002

名古屋市中区錦3丁目12-18
松尾園第10錦ビル1～3階

住

オススメ 手羽先唐揚・串物（炭火焼）

①　　 名古屋市中区

052-331-0007

名古屋市中区金山1-14-9
長谷川ビル地下二階

住

オススメ

鳥料理
専門店
居酒屋

名古屋コーチンつくねの親子丼
（伍味酉グループ店舗でも有）

①　　 名古屋市中区

伍味酉 本店

052-241-0041

名古屋市中区栄3-9-13住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチンひきずり鍋
（樞グループ店舗でも有）

①　　 名古屋市中区

樞 栄店

052-241-7772

名古屋市中区栄3-9-13地下住

オススメ

鳥料理
専門店

コーチンラーメン

①　　 名古屋市中区

名古屋コーチンラーメン

052-241-5628

名古屋市中区栄3-9-14住

オススメ

ラーメン

名古屋コーチン味噌鍋・
名古屋コーチン鍬焼き

①　　 名古屋市中区

とり要

052-971-1697

名古屋市中区丸の内三丁目7-39住

オススメ 名古屋コーチンプディング・
名古屋コーチンマウンテンバーム

①　　 名古屋市中区

シャポーブラン大須本店

052-231-0223

名古屋市中区大須2-16-26住

オススメ

和洋菓子

名古屋コーチン親子丼

①　　 名古屋市中区

鳥開総本家 ラシック店

052-259-6101

名古屋市中区栄三丁目6-1
ラシック7階

住

オススメ 名古屋コーチン手羽先唐揚げ・
名古屋コーチン焼き鳥

①　　 名古屋市中区

鳥開総本家 錦店

052-955-8808

名古屋市中区錦三丁目21-14
アスタービル1階

住

オススメ 名古屋コーチン手羽先唐揚げ・
名古屋コーチン焼き鳥

①　　 名古屋市中区

鳥開総本家 伏見店

052-202-7277

名古屋市中区錦二丁目9-16

オススメ

鳥料理
専門店

名古屋コーチン手羽先唐揚げ・
名古屋コーチン焼き鳥

①　　 名古屋市中区

鳥椀 伏見店

052-212-0606

名古屋市中区錦一丁目17-17住

オススメ

鳥料理
専門店

鉄鳥（てっちょう）

①　　 名古屋市中区

東新町 鳥銀

052-251-3681

名古屋市中区栄4-8-20
東和栄ビル1階

住

オススメ

鶏料理
（とり鍋）

名古屋コーチン手羽先唐揚げ

①　　 名古屋市中区

我楽多文庫 昭和ビル店

052-241-4488

名古屋市中区栄4-3-26昭和ビルB1F住

オススメ

名古屋コーチン西京焼き

①　　 名古屋市中区

名古屋コーチンとMODERN和食 互坐

052-238-7277

名古屋市中区栄3-23-14
山市ビルB1F

住

オススメ

居酒屋

名古屋コーチンの鶏すき焼き
名古屋コーチンの卵を絡めて お召し上がり頂けます

①　　 名古屋市中区

名古屋的和風DININGまかまか

052-249-5526

名古屋市中区栄３-11-１3GKビル2F住

オススメ

居酒屋
鶏料理店
和食

名古屋コーチン スープ鍋コース

①　　 名古屋市中区

本格串焼とへぎそば 濱匠錦本店

052-971-9488

名古屋市中区錦三丁目15番1号
ユース栄宮地ビルB1F

住

オススメ

そ　ば

名古屋コーチンのオムライス

①　　 名古屋市中区

ワインビストロ Hamasho

052-962-2180

名古屋市中区錦三丁目15番33号
M3ビルB1F

住

オススメ

洋　食

名古屋コーチン八丁味噌鍋

①　　 名古屋市中区

千とせ家 錦店

052-972-1900

名古屋市中区錦3丁目12-15
八百善ビル

住

オススメ

日本料理

名古屋コーチンのだし巻き玉子

①　　 名古屋市中区

尾張名古屋の台所  山

052-203-9955

名古屋市中区栄二丁目1-22住

オススメ

うどん
そば

うどん
そば

うどん
そば

名古屋コーチン 弌鳥長谷川ビル

うどん
そば

うどん
そば

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

名古屋コーチン炭焼盛合せ・
燻製コーチン盛合せ

居酒屋

居酒屋

名古屋コーチン親子丼
六行亭 エスカ店

052-453-5666

名古屋市中村区椿町6-9先
（エスカ地下街 新幹線名古屋駅西口地下街）

住

オススメ

和　食
②　　 名古屋市中村区

完熟 名古屋コーチン串焼き・
名古屋コーチンタタキ

赤い鳥 名古屋クロスコートタワー店

052-414-4194

名古屋市中村区名駅4丁目4番10号
名古屋クロスコートタワーB1F

住

オススメ

鳥料理
専門店

②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン串焼き・
名古屋コーチン親子丼

赤い鳥 JR名駅店

052-583-4066

名古屋市中村区名駅1-1-4
名古屋うまいもん通り内

住

オススメ

鳥料理
専門店

②　　 名古屋市中村区

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

山本屋本店 大門本店

052-482-2428

名古屋市中村区太閤通6丁目5番地住

オススメ

②　　 名古屋市中村区

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

山本屋本店 名古屋駅前店

052-565-0278

名古屋市中村区名駅3丁目25番9号
第一堀内ビルB1F

住

オススメ

②　　 名古屋市中村区

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

山本屋本店 エスカ店

052-452-1889

名古屋市中村区椿町6番9号先
名古屋駅西口新幹線地下街エスカ

住

オススメ

②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチンもも串
炭火焼・焼鳥 鳥八 名駅店

052-583-5668

名古屋市中村区名駅3-12-11住

オススメ

居酒屋
②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン手羽先揚げ（伍味酉本店でも有）
伍味酉名古屋駅前店

052-588-7772

名古屋市中村区名駅3-18-6住

オススメ

居酒屋
②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン玉子のチーズプリン
（伍味酉・樞グループ店舗でも有）

伍味酉こやこや

052-551-5310

名古屋市中村区名駅3-16-2住

オススメ

居酒屋
②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン手羽先揚げ
（樞グループ店舗でも有）

樞名駅店

052-541-7772

名古屋市中村区名駅3-4-11住

オススメ

鳥料理
専門店

②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン手羽先唐揚げ・
名古屋コーチン焼き鳥

鳥開総本家 名駅西口店

052-452-3737

名古屋市中村区則武一丁目7-15住

オススメ

②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン親子丼
鳥開総本家 名駅エスカ店

052-454-3350

名古屋市中村区椿町6-9
エスカ地下街北側フロア

住

オススメ

②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン手羽先唐揚げ・
名古屋コーチン焼き鳥

鳥開総本家 名駅南店

052-561-7705

名古屋市中村区名駅南一丁目17-14住

オススメ

②　　 名古屋市中村区

コーチンわっぱめし
株式会社 松浦商店

052-452-4506

名古屋市中村区椿町5番17号住

オススメ

弁　当
②　　 名古屋市中村区

純系名古屋コーチンあぶり焼
居酒屋鶴八新幹線駅前店

052-451-2041

名古屋市中村区椿町15-5
山岡ビル1～3階

住

オススメ

居酒屋
②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチンスープ鍋
本格串焼とへぎそば 濱匠 名駅別邸

052-583-8040

名古屋市中村区名駅2丁目41番3号
サンエスケービル1F

住

オススメ

そ　ば
②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチンのひきずり鍋
柳橋 魚しゃぶ 濱の季

052-582-2180

名古屋市中村区名駅4丁目16番23号
第二丸中ビル2F・3F

住

オススメ

日本料理
②　　 名古屋市中村区

名古屋コーチン卵の尾張巻き
和酒BAR 茶居庵

052-526-1017

名古屋市中村区名駅4丁目16番23号
第二丸中ビル2F

住

オススメ

日本料理
②　　 名古屋市中村区

コーチンもも炙り焼き
炭火焼処 居生

052-459-7101

名古屋市中村区椿町5-5住

オススメ

居酒屋
②　　 名古屋市中村区

うどん
そば

うどん
そば

うどん
そば

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

鳥料理
専門店

コーチン入り味噌煮込うどん・
名古屋コーチンネギマ

山本屋本店 ルーセントタワー店

052-562-2531

名古屋市西区牛島町6番1号
名古屋ルーセントタワーB1F

住

オススメ

うどん
そば

③　　 名古屋市西区

名古屋プリン3個入り
フランス菓子メゾン・ド・ジャンノエル

052-531-8571

名古屋市西区香呑町4-73住

オススメ

洋菓子
③　　 名古屋市西区

名古屋コーチン親子丼
鳥開総本家 ルーセントタワー店

052-563-0016

名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワーB1F

住

オススメ

鳥料理
専門店

③　　 名古屋市西区

純系名古屋コーチン もも炭火焼
炭火焼 とりべゑ 金山店

052-681-6023

名古屋市熱田区金山町1-11-6住

オススメ

居酒屋
④　　 名古屋市熱田区

水炊き鍋・味噌鍋・手羽先唐揚・親子丼
名古屋コーチン 一鳳

052-684-1002

名古屋市熱田区金山町2-2-1住

オススメ

鳥料理
専門店

④　　 名古屋市熱田区

手羽先唐揚・串物（炭火焼）
名古屋コーチン 弌鳥

052-684-0222

名古屋市熱田区金山1-12-4住

オススメ

鳥料理
専門店
居酒屋

④　　 名古屋市熱田区

名古屋コーチンお造り盛り合わせ
（夏季は冷製蒸し）（樞グループ店舗でも有）

樞金山茶寮

052-671-9660

名古屋市熱田区金山町2-4-15住

オススメ

鳥料理
専門店

④　　 名古屋市熱田区


