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本誌設置協力

店舗も募集！

依頼大募集 !!! 

知らない何かに出会えるかも。

TwitterもしくはInstagramのDMにて相談受付中！

本誌設置協力店舗にて
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バックナンバー

配布中！
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旅ガチャでみつけたまだ見ぬ魅力！


No.1

中原町周辺

No.2

技科大周辺 No.4


大清水付近

とよはしダーツのたび
特集

No.3

三河臨海緑地

豊川周辺時間を忘れるカフェとブラックサンダー王国

八月某日、大学内に集められた選ばれし編集者たちが

各班の命運を背負って一本のダーツ（工作しました）を


投げた…今年の巻頭特集は

「行き先をダーツで決めて


その場所にあるものを取材する」

その名もとよはしダーツのたび！

いつも行かない地域には、我々が知らなかった

とんでもない魅力が詰まっていたのだった…！！

アットホームな雰囲気カフェ＆

ベーカリー巡り

あらすじ

「日常的と非日常的」

今日はどちらの気分？

まんぷく！豊橋カレーうどんと

かわいいが詰まったカフェ♪



　住所　：愛知県豊橋市中原町岩下36

電話番号：0532－26－4854

営業時間：11：00～18：00（コロナウイルスの影響による時間変更時）

　定休日：年末年始

　新所原駅から歩いて25分のところにある
銀カフェリビングルームさん。おしゃれな店
内でランチやスイーツ、ワインなど様々なメ
ニューを頂けます！

　今回頂いたのは、グラタン、ローストビー
フ、ケーキセットといった食べ物から柚子ジ
ンジャースカッシュなどの飲み物です！

　このほかにも期間限定メニューや
テイクアウトも行っています！たくさ
んのメニューがあるので、食べた方
はリピーター確定です！

　テラス席はペットも一緒に過ごせ
るので暖かい季節にはお客さんとワ
ンちゃんで大賑わい！ドライブやお
散歩の休憩に是非！

銀カフェスイーツの3種盛りケーキセット（ドリンク付き）【税込￥1320】,

チョコテリーヌ＆ピスタチオ
アイス【税込￥748】

　普段大学に行くだけでは訪れることのなかっ
たこの中原町周辺をダーツの旅という形で行く
ことが出来て楽しかったです。

　始めは車も使わずに豊橋を満喫することは難
しいのではないかと思っていました。ですが先入
観だったと気づくことが出来ました。　

　自分の目で景色を見て歩くことや、何かを

発見することもこのダーツの旅の楽しみ方の

1つだと思います。これを見たあなたも中原町周
辺、そして豊橋市に来てほしいです！




チョコづくしのまさに夢工場！

人気カフェと言えば銀カフェ！ワインバーや

テラス席でペットと食事など、おしゃれ度満載！

↑最寄り駅はココ！

　住所　：愛知県豊橋市原町蔵社88番地

電話番号：0532－35－6620

営業時間：10：00～17：00

   定休日 ：年末年始、お盆期間

＼しゅわしゅわ／

　人気の

　ローストビーフ　　

【税込￥1298】


　野菜のグラタン

　【税込￥1183】

果肉柚子

ジンジャー
スカッシュ

【税込

￥770】

アイスコーヒー

【税込み    　
￥490】

まあるい氷
が特徴！

　新所原駅から銀カフェは歩いて
25分、有楽製菓豊橋夢工場直売店
は30分と歩くと少し距離がありま
す。　          　   　

　ですがどちらも駐車場があるの
で車で行くことができます！

　周辺にお店は点在していますが、
交通量が少ないのでストレスなく

アクセスすることが出来ます！

↑新所原駅とお店の周辺地図

これからの予定に

中原町巡り

↑定番のブラックサンダー!

↑オススメ！至福のバター!


中原町に隣接する原町まで歩く
と、有楽製菓の工場が見えてき

ます。工場の横には直売店があり
ます。チョコレート菓子とし

て全国でも人気の高い「ブラック
サンダー」はこの豊橋夢工場で作
られています。有楽製菓の

方にお話しを聞くと「夢のある安く
ておいしいお菓子を創造する企業
を目指す」という経営理念のもと、
お客様に価格以上の幸せを提供す
ることを目標に開発製造を行って
いるとおっしゃっていました。

直売店では直売店限定品を含め
た有楽製菓の商品を買うことが出
来ます！その他にもブラックサン
ダーの詰め放題やブラックサン
ダーグッズなども売られているの
で訪れた方全員が楽しむことが出
来るスポットです。是非車などで
家族や友人を誘って行ってみてく
ださい！



　 　 　 【基本情報】



愛知県豊橋市高田町下地26-25

TEL:0532-37-8887

営業時間:10:30-21:00 

※水曜定休


New Orleans Cafe


19年愛され続けてきたメニュー

フワッとしたパンズに1/3pound(150g)の


自家製ビーフパティ、

こんがり焼けた玉ねぎを重ねて大きく頬張る


から溢れる旨味とみずみずしい野菜の

相性が抜群です。

鮮度の高い食材と手づくりにこだわり

特に、19年間続く赤身のビーフの


手作りパティはオススメ！

素材の味で楽しめる海外テイスト満点の


本格グルメバーガーを食べたい方は

是非ご来店下さい。



古き良き米国のダイナーを連想させる煉瓦造りの外装、
ヴィヴィットなカラーの内装、装飾品や看板などが

まるで映画のワンシーンの様な世界を味わえ、

学生、女性、外国のお客様が多いです！



柿田タイムマネージャー

1/3pound(150g)300gビーフパティ、

たっぷりのUSAチーズの組み合わせで、


何もつけなくても素材の味が

抜群なり18年ぶりの復刻メニュー。


見た目によらず女性でも

ペロッと食べられる。


大きな口で頬張ってみて！
 バナナトーストは、食パンの耳が
サクサク！フォークを入れた時の
サクッと感が心地よかったです。

バナナの優しい甘さと、程よい
チョコレートの甘さ、香ばしい

ココアの香りが、混ざりあって
ほっとする美味しさです。

レモンスカッシュフロートは、暑
い日に嬉しいさっぱりと飲めるド
リンクです。バニラアイスが乗っ
ていることで、ちょっと贅沢感･:*

珈琲のたち花

見た目は他のフレンチトーストと
特に違いはなかったけれど、一口

食べたときに他のフレンチトースト
より柔らかくてよかったです。

また、はちみつがたくさんかかっ
ていて本当に美味しかったです。

MENU

愛知県豊橋市高田町高田69-3

TEL：0532-73-3054

営業時間：8:00-18:00 LO：17:30

※毎週月曜日、第2火曜日定休

【基本情報】

アーモンドの味がしっかり
していました。アーモンド
の苦みがあったため、甘す
ぎず美味しかったです！

hand made accessories

いつもの日々に、ふと立ち寄れるカフェが

あれば...という方、ぜひ訪れてみてください！

ゆったりと過ごしたい方は、11時から13時ま
たは14時のご来店がおすすめ。

こんな人におすすめ！

今日はどちら の気分？

double decker

cl assic cheese bur
g e

r



うずらのカレーパン 　140円



うずらの卵がまるまる一個入っている
カレーパン。

卵を見つけたときの小さな驚き。



基本情報

〒441-8008

愛知県豊橋市三ツ相町106

090-2137-7472

しふぉんケーキ　500円

緑に囲まれたおしゃれな喫茶店。

常連さんが多く、アットホームな雰囲気を感じられる。

喫茶しふぉんの名前の由来は、店主の方が元々しふぉん
ケーキを作るのが好きだったからなんだとか。

豊橋の「ほしの珈琲店」の豆を使用。
とても飲みやすいすっきりテイスト。


こだわりの瀬戸物カップがおしゃれ。

  自家製のパン、

ほんのり甘いキャベツが  


癖になる。　

ふわふわ食感のケーキは

   お店を代表する一品。

   トッピングのクリームと

果実を一緒に食べるとさらにいい。


ホットサンド　500円


ブレンドコーヒー　500円　

 漫画「だもんで豊橋が好きっ
て言っとるじゃん」の一巻に
モーニングがおいしい店とし
て登場！

 作者である佐野妙さんのサイ
ンがある。


かぼちゃプリンパン　140円

かぼちゃが香るプリンのような

クリームがぎっしりつまって

いる。パンもふわふわ！

河合果樹園の「初恋レモンプロ
ジェクト」第1号のコラボ商品。
中のクリームチーズと細かく刻
まれたレモンが甘酸っぱい初恋
を思い出させる♡


シナモンがたっぷりついていて、

ザクザクした食感。2本入り。

初恋レモンパン　160円

シナモンチュロス　130円

JR船町駅から歩いて12分ほ
どにあるベーカリー。お店
に入ってみると、店員さん
とお客さんの和やかな会話
が。社会福祉施設として障
がい者雇用を行うその信念
は、「人とのふれあいを大
事にする」こと。働く人ひ
とりひとりにできる仕事が
あり自信が付くから、おい
しいパンが出来上がる。


近隣の保育園や学校への
配達のほか、店舗販売に
おいても一度入ればリ
ピーター率は高い。

地元産を意識したパンな
ども人気。

基本情報

〒441-8011

愛知県豊橋市菰口町

４丁目２－２

               
        豊橋から一駅


     今日は
をあるいてみよう

船町駅 



お店の方からのひと言！

「笑顔満開で待ってます！」

こだわりの炊き込みご飯
の上に乗った

ジューシーなハンバーグ
とチーズの相性抜群！
「ふっくらハンバーグの
ドリア」¥800(税込)

お店の方からひと言！

「駅から近いし、誰が来てもなるべく多くの人に楽しんでもらえ
るように心がけています。安くお酒を飲みたい方にもおすすめで
す。「うどん」に捕らわれないようなメニューと店内です。」

めん処　砂場

愛知県豊橋市大清水町大清水　77－1

TEL:0532-25-0396

営業時間:

火~日曜日 11:00~14:30/17:00~20:00

定休日:月曜日



若い方が多めで、男の子が部活帰りに寄ることも多いそう。そのため、運動し
た後でもお腹いっぱいになり満足できるようなメニューになっている。

また、昼と夜で机の配置を変えているそう。昼間はサラリーマンの方など2人
のお客様が多いため2人がけの椅子が多くなるように机を移動させており、夜
は居酒屋にもなるため4人がけの席を多くしている。

居酒屋というと子どもと一緒に来にくいというイメージがあるかもしれないが
「砂場」ならお子様とも一緒に来やすいような店内やメニューになっている。


豊橋カレーうどんなどのトッピ
ングのうずらの卵やカマンベー
ルチーズフライは変更可能なの
でいつでも声をかけてくださ
い！


日替わりランチ

「豊橋カレーうどんランチ」

￥1,309円(税込)


めん処　

砂場

HALU

CAFE


渥美線に揺られること約20分。

レトロな雰囲気が残る大清水駅周辺には美味しい飲食店が多く
存在する。このページでは厳選2店をご紹介！

ふわふわのドーナツに乗った
濃厚なソフトクリームがたま
らなく美味しい一品。

「ソフトクリーム・オンザ・
ドーナツ」¥580(税込)

大清水駅から徒歩5分。

ログハウス風の見た目のカフェにたどり着く。店内はアットホームな雰囲気
で、居心地のいい場所となっている。可愛らしい小物たちは、店長さんお気
に入りのものを置いているそう。(お客さんからいただいたものがあると
か！)

ゆったりとした時間を過ごせるため、取材後もついつい長居したくなるカ
フェでした。魅力はなんといっても店長さんのこだわりのメニュー。全て手
作りで店長さん自身が食べてみてワクワクしたものだけを提供してくれる。
添加物を一切使用していないため、どんな人にも愛されるお店になっていま
す。

大清水駅から徒歩6分！

カレーはほどよい辛さで野菜もたくさん入っている。また、うずら
卵・カマンベールチーズフライも上に乗っており、カマンベールチー
ズフライは初めて食べる味で、とても美味しかったです。

カレーうどんを食べ進めるととろろご飯が現れる。とろろがカレーを
よりまろやかにしてくれてあっという間に食べきることができまし
た。セットのカツは、ソースと大根おろしから選ぶことができ、お肉
もすごく柔らかくてとてもジューシー。


HALUCAFE

愛知県豊橋市南大清水町元町243-1

tel:080-6910-8673

営業時間:時短営業中 10:00～16:00(l.o  15:30)

定休日:月曜日、火曜日

一人でも二人でもはいりやすい
HALUCAFEに訪れてみてはいかがで
しょうか。

◎耳寄り情報



STAFF (Aichi university students)

//Editors

Hinano Imai

Natsuki Suzuki

Rina Itani

Nanaha Awano

Taisei Onishi

Koya Ishikawa

Yuto Nakagawa

Minami Ishihara

Sana Okuya

Yurika Mori

Hiro Nonaka

Yuya Shimizu

Ami Takeuchi

Ayuna Terada

Yukiteru Imamura

Mai Matsuura

Seo Jin Gyu

Hazuki Shibata







編集後記

※本誌で掲載した店舗・施設等につきましては、

現在徹底した感染対策を行っております。

ご来店、ご来場の際は、マスクの着用、人との適度な間隔を空ける等、

個人においても徹底した感染対策を心掛けてようお願い申し上げます。

読者の皆様へ

PLEND！魅力向上のため簡単なアンケートに

ご協力お願いいたします。


PLEND!のフリーペーパーは一年に一度の発刊



実は、SNSでの魅力発信にも力をいれています！



本紙を読み終えた読者の皆さん、

新たな豊橋を見つけに、PLEND!のSNSへ！



行ってみたい場所が見つかるはずです


Twitter QRコード Instagram　QRコード

←アンケートは
Twitterもしくは
Instagramから


