
春日井推し麺グランプリ 登録店一覧

ラーメン部門
居酒屋 いろは 東野町 9-6-1 ☎ 83-4314

春日井ラーメン楽喜 高蔵寺町 3-2-11 ☎ 52-7677

餃子酒場とんまる 勝川店 旭町 1-1-3 ☎ 32-9622

kusshi 串男 man 不二ガ丘 1-6 ☎ 51-1235

二郎系ラーメン
麺屋　春爛漫 八光町 2-20 ☎ 70-6502

炭香る　さいこう 上条町 1-181 ☎ 90-7020

担々麺 錦城 春日井店 大和通 1-72-1
大脇ビル 1F ☎ 32-5011

チャンポンハウスあぶらや 南下原町 3-14-4 ☎ 56-5275

中華菜家 うぇいうぇい 柏原町 5-392 ☎ 81-3989

中華そば　はる樹 柏原町 5-312
ベルメゾン春日井 ☎ 56-8301

中華料理 仙楽 鳥居松町 1-77 ☎ 83-9931

てっぺん 春日井本店 上条町 1-130-2 ☎ 56-1020

てっぺん 勝川店 角崎町 48-1 ☎ 34-6100

藤一番中華　春日井店 瑞穂通 7-6-1 ☎ 82-8855

まぜそば & らーめん
むらまさ

味美町 1-32
ハイツ味美 1F ☎ 33-9456

丸岡商店 春日井駅前店 中央通 1-79 ☎ 080-7000-9640

麺者すぐれ 東野町 2-1-24 ☎ 29-7998

麺場田所商店春日井店 梅ケ坪町 113-1 ☎ 29-7177

麺屋壱力本舗 春日井店 東野町 6-1-26 ☎ 84-7836

麺や彰貴 本店 鳥居松町 2-239 ☎ 82-6388

麺やたすき 中央通 1-111
ベリアスレイン1F ☎ 37-3801

やきとり あら家 気噴町北 2-179 ☎ 37-3616

焼鳥らぁ麺ぼんくら 瑞穂通り 6-5 ☎ 64-1109

らーめんなごみや
高蔵寺店 大留町 8-12-1 ☎ 53-0111

ライトニングファイヤー 旭町 1-45 ☎ 34-2600

来来亭 春日井店 八光町 4-52 ☎ 34-8779

らぅめん考房ありがた屋 小野町 4-123 ☎ 84-5321

六花 岩野町 1-286-2 ☎ 40-2528

うどん／そば部門
インド料理 グリヤ 味美白山町 2-9-1

ベルニシキ 1F ☎ 34-2737

お食事処 白川 柏原町 2-202 ☎ 81-0486

Cafe AJITO 藤山台 8-5-9 ☎ 37-2468

木曽駒 高蔵寺店 中央台 1-2-2 ☎ 92-9855

信州そば処　そば右衛門 西山町 2-1-1 ☎ 29-8383

蕎麦の三心 六軒屋町 5-39 ☎ 56-6877

大ちゃん 大手町 4-5-1 ☎ 090-4793-8510

武蔵野 下市場町 3-8-3 ☎ 56-2680

めん処初海家 小野町 6-2-3 ☎ 84-1919

与三郎 気噴町 1-6-6 ☎ 51-2285

和喰間 秀 中央台 6-8-6 ☎ 92-3008

パスタ部門
カフェズコット 旭町 1-6

ままま勝川１F ☎ 29-8322

カフェ ファンシー・エル 松新町 2-4 ☎ 33-3881

喫茶店　和 白山町 5-32-3 ☎ 97-0784

喫茶 Peko:Re( ぺこり ) 白山町 6-1-4 ☎ 53-0018

キッチン & 居酒屋 金ざん 神領町 2-10-3 1F ☎ 37-3358

桜宮珈琲 宮町 1-6-8 ☎ 34-1131

Sincafe シンカフェ 柏原町 3-112
ホワイトピュア朋栄１F ☎ 29-7320

スパゲッティハウス
めりけん堂 上条町 8-2691-1 ☎ 89-0200

トンガリアーノ勝川 松新町 1-4
ルネックビル 2F ☎ 050-5385-4121

浜松餃子バル REON 瑞穂通 4 丁目 50 ☎ 29-5444

パスタ・デ・ココ
春日井八田町店 八田町 7-4-25 ☎ 86-5512

ボンクォーレ 高山町 3-9-4 ☎ 34-8411

その他部門
春日井市役所
展望レストラン

鳥居松町 5-44
春日井市役所 12F ☎ 85-6574

喫茶店　和 白山町 5-32-3 ☎ 97-0784

三代目ひょうたんや 高蔵寺町 3-5-6 ☎ 080-4520-0029

中華料理 四川 東野町 4-11-1 ☎ 84-8359

鉄板台所むらまさ本店 味美町 1-32
ハイツ味美 1F ☎ 33-9456

てっぱん焼 TAKUZO 八事町 2-62-1 ☎ 85-9800

とりとん春日井高蔵寺店 白山町 8-1-10
白山ハイランド1F ☎ 90-2929

とりまる 勝川本店 旭町 1-2-3 ☎ 35-5022

日本料理・居酒屋 末広 割塚町 185 ☎ 83-1370

ハンマル 勝川店 旭町 1-45 ☎ 36-8622

飛騨牛・和牛焼肉　春の牛 上 条 町 1-268-2
エクセレンス協和 2F ☎ 56-8380

hou 町屋町 3554 ☎ 85-4799

マヤ 朝宮店 朝宮町 3-19-9 ☎ 31-3100

めん処にしむら 南下原町 6-17-8 ☎ 83-2460

焼肉とんび春日井本店 上条町 1-258
第二栄林ビル１F ☎ 29-7273

拉麺昭吉 柏原町 3-260 ☎ 090-9182-2878


