
COQUELICOT
ROUGE
毎朝 6 時オープンのコクリコルージュ。毎日 180 種類以上のパン
が並ぶ。フォトジェニックな商品が多く、クロワッサン、フルーツ
サンドは特に有名。伊勢の観光地の１つにもなっており伊勢に来

たら一度は行っておきたい
ベーカリー。 

ドリンク 30% 割引

コクリコルージュ

〒516-0803
伊勢市御薗町王中島 766
御薗線バス停「ゆたか幼稚園前」
より 80ｍ
TEL 0596-36-6677

営業時間　6:00～19:00 
年中無休
※年末年始休業 (12/30～1/3) を除く

クーポン
Coupon

バターの香りに包まれた空間で、
たくさんのパンから
どれにしようかな？
こころ わくわく！色とりどりのパンが並ぶ！ 

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

御薗線

コメリ

COQUELICOT
ROUGE

ゆたか幼稚園前

jamise
伊勢市駅近くにあるカフェです。カレーやガパオライスが人気です。
他にもケー キやアルコールドリンクなどもあるので色んな方に楽しん
でいただけます。

100 円引き

ジャミセ

〒516-0072
伊勢市宮後 1-6-30
御薗線バス停「月夜見宮前」より 100ｍ
TEL 0596-63-8768

営業時間
11:30～14:00
18:00～23:00
定休日　月曜日、火曜日

クーポン
Coupon

御薗線

お酒もコーヒーも
お食事も楽しめます！

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

月夜見宮前

jamise小原産婦人科

手打ち蕎麦

柿右衛門 
私たちは創業以来、天然素材、化学調味料不使用にこだわり。
食の安全、安心を モットーに、地産地消を心掛けています。
手打ち蕎麦という江戸時代から続く日本の食文化を通じて、現代
社会の健康、美容にも良い食事を提案しています。 

柿ようかん　又は
ワンドリンク（ソフトドリンク）サービス

かきえもん

〒516-0045
伊勢市旭町 366-1
辻久留・藤里線バス停

「宮山小学校前」より 90ｍ
TEL 0596-22-5050

営業時間　11:30～14:00
定休日　木曜日、金曜日（臨時休業有）

クーポン
Coupon

辻久留・
藤里線

" ここでだけの味 " が

楽しめる場所 

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

みややま
保育園

手打ち蕎麦
柿右衛門 

宮山小学校前

PÂTISSERIE
LA RICHE-TERRE
リシュテールとは、フランス語訳で Riche は『豊かな』、Terre は『土
地』を意味します。伊勢志摩の美味しい恵みをいただき、不必要
な添加物は使用せず、素材選びに妥協せず、あなたのおいしい！
が聞きたくて毎日ケーキを心を込めて作っています。

５％割引

～パティスリー・ラ・リシュテール～

〒516-0045
伊勢市旭町 75-2M’ S ビル
辻久留・藤里線バス停「ふじが丘口」
より90ｍ
TEL 0596-26-1888

営業時間　10：00 ～ 19：00
定休日　月曜日・火曜日

クーポン
Coupon

辻久留・
藤里線

少し足をのばして、
緑豊かな小さな洋菓子店で
おいしいわくわくを探してみませんか？

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

フジサト
動物病院

ふじが丘口

PÂTISSERIE
LA RICHE-TERRE

Okageb
us

ええとこめぐり
おかげ

バスおかげ
バスで

パンフレットから
行ってみたいお店を探す

バスに乗る

お店到着！利用証明書を渡す

自由にお食事
会計時にお得なクーポン利用

→バス車内で利用証明書 GET! !

お得な
クーポ

ン付

おかげバス

伊勢

伊勢市二十歳のつどい実行委員会

協賛企業
シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

（伊勢市観光文化会館） 指定管理者

株式会社ケイミックスパブリックビジネス

アイズ　Instagram
「いせにおいない」

運賃区分 大人 高齢者 小・幼児 障がい者 高齢障がい者
小・幼児障がい者

現金運賃 200 円 100 円 100 円 100 円 50 円

IC 運賃 180 円 90 円 90 円 90 円 40 円

おかげバスについて
■一回の乗車運賃

“ 若者も地域の担い手に ”
私たちは、伊勢市のまちづくりに若者が積極的に関わることを目標とし
ています。現在地域を支えてくださっている方々に加え、若者の斬新な
発想や考えが加われば、より良い伊勢市をつくることができるのではと
考えているからです。
その第一歩として “ おかげバスでええとこめぐり ” がうまれました。お
かげバスを利用することで、思い出が詰まったこの町をより良いものに
しませんか？

令和 5 年 1 月発行

伊勢市二十歳のつどい実行委員会
企画・編集：有志団体アイズ



Cuccagna．3
前菜とパンがついたパスタランチコースが 6～7 種類、そしてスー
プがついたピザのランチコース 9～10 種類が1,200円からお楽し
み頂けます♪

写真は伊勢海老と松阪牛の
ランチコース（税別5,000円）
です。おすすめはこだわり
の詰まった牡蠣と青さのパ
スタ！

デザート＋ドリンク（コーヒーor 紅茶）の
セットをプレゼント　

クッカーニャ・トレ

〒516-0014
伊勢市楠部町字奥乙 238-2
二見線バス停「イオン伊勢店」より100ｍ
TEL 0596-65-7781

営業時間
ランチ 11:00～14:30
ディナー 17:00～21:30
テイクアウト 11:00～22:00
年中無休

クーポン
Coupon

二見線

心安らぐ空間でゆったりとした食事を。
多忙な毎日のちょっとした
ご褒美にいかがですか？

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

伊勢 I.C南

イオン
伊勢店コンビニ

Cuccagna．3

37

ブライダル複合施設に併設するカフェ。
＜Good food of wood＞をコンセプトに、
シェフが毎月監修するこだわりのラン 
チ、パティシエオリジナルのスイーツを
カジュアルに楽しむことができます。お
弁当やスイーツ、ドリンクのテイクアウト
も可能！ 

総額 10％OFF 

オランジェカフェウッド

〒516-0028
伊勢市中村町 325-2
鹿海・朝熊線バス停「楠部」より 210ｍ
TEL 0596-21-4040

営業時間
11:00～17:00（16:30LO）
定休日　第３水曜日 

クーポン
Coupon

鹿海・
朝熊線

人が集い、実りをつける樹木のように、
おいしいお料理とお菓子で、
笑顔としあわせが実る場所。
今日を特別にする「Good food」をあなたへ。 

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

ORANGER CAFE wood

ORANGER CAFE
wood

近鉄五十鈴川駅

楠部
五十鈴川駅前 37

五十鈴川駅前

楠部西

食後にコーヒーのサービス
（コーヒー飲めない方はジュースに変更）クーポン

Coupon

ル・シノワ花栞
肉汁たっぷり！小籠包に、優しい胡
麻の味で食べやすい坦々麺！！そし
て、あつあつ胡麻団子！ここでしか食
べられない数々の逸品。
人気のお店のため予約必須！

かかん

〒519-0609
伊勢市二見町茶屋 516-5
二見線バス停「二見総合支所前」より
200ｍ
TEL 0596-43-2588

営業時間
月曜日　11:30～14:00
水曜日～日曜日　11:30～14:00
                            　　 17:30～21:30
定休日　火曜日　

二見線

本格中華を食べるならここ！！
食後のあつあつ胡麻団子もおすすめ
ランチはメインが選べて、はずれなし！ 　

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

伊勢市
二見総合支所

ル・シノワ花栞

二見総合支所前

地元に根付いた親しみ深いケーキ
屋さん。季節やイベントによって様々
なケーキが登場します。おすすめは
ミニクロワッサンとオーダーケーキ
です。ミニクロワッサンは超人気商
品なので予約必須です！ 

10% 割引
ただし、クリスマスやひな祭りなどのイベント時は使用不可

〒519-0501
伊勢市小俣町明野 1413-11
東大淀・明野・小俣線バス停「明野

（へんばや商店　本店前）」より 190ｍ
TEL 0596-27-0101

営業時間
火曜日～日曜日　10:00 ～ 19:00
定休日　月曜日

クーポン
Coupon

東大淀・明野
小俣線

バースデーケーキや
お礼のプレゼントに迷ったらアポロンへ！
絶品ミニクロワッサンや
オーダーケーキは喜んで
もらえること間違いなし！！

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

アポロン

明野

アポロン

へんばや商店
本店

おすすめは、週替わりランチ！地元産の食材が楽しめて、栄養バラン
スもばっちり！食後のコーヒーも大人気。有機栽培の豆を使用してい
て、オーダーが入るごとに一杯ずつ、
丁寧に入れてくれます。落ち着いた
店内でほっと一息、いかがですか？

ランチの後のコーヒーをサービス

〒519-0501
伊勢市小俣町明野 725-1
東大淀・明野・小俣線バス停

「明野高校」より 270ｍ
TEL 0596-37-6686

営業時間　10:00 ～ 16:00
定休日　日曜日・月曜日

クーポン
Coupon

東大淀・明野
小俣線

地元産の食材にこだわった
手作りランチが楽しめる！
栄養バランスの考えられたランチで
体も心も満たされます♪

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

町家カフェ

町家カフェ

713

714

明野高校明野高等学校

明野幼稚園

スプーンで食べる滑らかで濃厚なチーズ
ケーキや、シェイクの様な食感が特徴
の飲むチーズケーキといった個性的な
商品が自慢のチーズケーキ専門店です。
こだわりの詰まったリッチな味わいを是
非お店でご賞味あれ！

お買い上げ金額から10%割引

フロム

〒517-0014
伊勢市楠部町 175-14
鹿海・朝熊線バス停「松尾観音」
より 50ｍ
TEL 070-9003-7375

営業時間　11:00 ～ 17:00
定休日　水曜日・日曜日 （臨時休業有）

クーポン
Coupon

チーズケーキ自動販売機！？
斬新で面白い販売機が休日や営業時間外にも楽しめる♪

有効期限　2023 年1月9日～2024 年1月8日

チーズケーキ専門店

FROM

鹿海・
朝熊線

23
南勢
バイ
パス

チーズケーキ
専門店
FROM

松尾観音


