
遠赤外線セラピー 
スリービュー

夏期講習生募集中
期間／7月1日㊋～8月31日㊐※この期間にご相談の上、設定致します。

ココロとカラダに優しい空間。
黒川ガスプラザの2F。

●営業時間／15：00～22：00（土曜日は10：00～） 
●定休日／日曜日・毎月29、30、31日

〈お問合せ〉
フリーダイヤル0120-052-498 
TEL.052-917-5715

わかりやすく丁寧親切な個別指導、苦手科目も克服！

あなたの「かかりつけ薬局」を目指して
健やかな毎日をサポートします。

ヒイラギ薬局は地域の方と一体となって明るい調剤薬局を
創っていきたいと思っています。医療と真摯に向き合い、処
方される医師のお考えを汲み取り、調剤を心がけています。
実際に患者さんと触れ合うなかで、薬剤師だけでなく、全ス
タッフが日々成長していくことを目指しています。

おくすりのことで
お悩みの方はお気軽に
ご相談ください。

黒川店

●営業時間／〈火～金曜日〉10：00～22：00
　　　　　　〈日曜日・祝日〉10：00～19：00
●定休日／月曜日

〈ご予約・お問合せ〉

TEL.052-911-5730

どんな小さな悩みや不安でも、お気軽にご相談下さい。

当院は、どなたでもお気軽にお越しいただき、安ら
ぎを感じていただける様に心がけています。人は本
来、「自己治癒力」を備えています。その力を十分
生かせるよう、お手伝いしたいと考えております。

精神科・心療内科

英語スパイラル
数学スパイラル
理科スパイラル
〈中1～中3対象〉

平日 15：00～22：00
土曜 10：00～22：00

1コマ30分 
1日4コマまで受講可能
月額10,000円（税別）

《回数無制限》

高
校
部

大学受験コース
大学推薦コース
基礎学力養成コース
小論文コース

小
学
部
・
幼
児

学科コース（国・算・理・社・英）
愛教大附・南山・椙山 小学生コース
名大附・愛教大附・私立中学 受験学科コース
知能教育コース　　読書作文コース
小学校・幼稚園受験コース

中
学
部

公立中学生コース
名大附・愛教大附中学生コース
私立中学生コース
小論文コース

精神科・心療内科

「遠赤外線セラピー」は医療の一環として考案されたものです。スリービューでは、遠赤外線エネ
ルギーやマイナスイオンの効果によって血行を促すことで、さまざまな疾患の治療を実現。美白や
シミ、シワ、リフトアップ、痩身などの美容にも効果的です。健康・美容に関するお悩みをお気軽に
ご相談ください。

美白、むくみ解消、フェイスリフトアップ、痩身などの
エイジングケア、健康と美容のお悩みにお応えします。

●営業時間／9：00～13：00、16：00～19：00 
●定休日／木曜日、日曜日、祝祭日、土曜日（午後） TEL.052-508-5696

ヒイラギ薬局 スリービュー

柴山義塾
さかべ知能教育

愛こころのクリニック

エスカレーター

グルメタウン

この名称には、黒川の「クロ」に川（リバー）でクローバー、

さらに幸せを運ぶ四葉のクローバーで「幸せになる街」という

意味の両方が込められています。

黒川にお住まいの方のみならず、

多くの皆さまに幸せを運べる飲食店街をめざし、

これからも「美味しさ」への努力を続けてまいります。

イメージキャラクター 「クロちゃん」

黒川ガスプラザ飲食店街はグルメタウンクローバースクエアになりました!!

黒川ガスプラザ飲食店街

カフェ＆ケーキショップ〔1F〕

サクサク衣の串カツ専門〔B1F〕

精肉店が提供するおいしい焼肉〔B1F〕

丼ぶり・京風うどん〔1F〕

産直 創作 鮮魚料理〔B1F〕

クーポン付きの激ウマ情報は中面へ。 めくる
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Vol.16ht t p : //w ww . g a s b l d g . n e t /

●診療時間／9：00～12：45、 16：00～19：00
●休診日／木曜日、日曜日、祝日、土曜日（午後）

〈ご予約・お問合せ〉

TEL.052-910-1556
http://www.aikokoro.jp/

名古屋市北区黒川本通2-17

ガスビルネット 検索http://www.gasbldg.net/
黒川ガスプラザの詳しい情報はこちら！ GAS BLDG NET

〈テナントお問合せ〉名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル2階 
東邦不動産㈱ビル事業部 TEL.052-732-3211 地下鉄名城線「黒川駅」から北へ徒歩2分

黒川ガスプラザ

名古屋銀行

名古屋市北
生涯学習センター

4番出口 地下鉄名城線

黒川交差点ミスタードーナツ

北警察署

地下鉄黒川駅

R41

○当院では、精神療法と
　薬物療法が中心となります。
○臨床心理士によるカウンセリングを
　行っております。

マイナスイオンライトによる光エステをお試しください。※要予約

光エステと遠赤浴を組み合わせたコースもございます。

フェイシャル20分コース
4,000円

全身30分コース
5,000円

顔＋全身コース
7,000円

腰のくびれ肌のハリ復活！！

遠赤浴
〈完全予約制〉



大人気の焼肉食べ放題が（2,600円〈税抜〉）
この夏、さらにパワーアップします！！

お 得なクーポンCoupon

有効期限2014年9月末まで

黒川ガスプラザ店

120分に延長券
焼き肉食べ放題
90分制が120分に延長！！

※焼肉食べ放題限定クーポンです
※ドリンクご注文の方のみ使用できます
※他イベント・クーポン・割引との併用はできません
※クレジットカードは使用できません

有効期限2014年9月末まで

黒川ガスプラザ店

お一人さま

1杯100円
生ビール

※他イベント・クーポン・割引との併用は
　できません
※クレジットカードは使用できません
※お一人さま1杯限りです

※他券併用不可
※1枚で4名さままでご利用可

有効期限2014年9月末まで

50円OFF!

お 得なクーポンCoupon

お 得なクーポンCoupon

限定ランチ

黒川ガスプラザ店

●営業時間／〈月～土曜日〉17：00～23：00（L.O. 22：30）
　　　　　　〈日曜日・祝日〉17：00～22：00（L.O. 21：30） 
●定 休 日／火曜日（祝日の場合営業、翌日休）

〈ご予約・お問合せ〉 TEL.052-911-2508

黒川ガスプラザ飲食店街　　　  がリニューアル!!

各店自慢の激ウマ話がいっぱい!!

●営業時間／〈月・水・木・日曜日〉17：00～22：00（L.O. 21：30）
　　　　　　〈金・土曜日・祝日前日〉17：00～23：00（L.O. 22：30）
●定 休 日／毎週火曜日（祝日の場合営業、翌日休）

●営業時間／〈月・水・木・日曜日〉17：00～22：00（L.O. 21：30）
　　　　　　〈金・土曜日・祝日前日〉17：00～23：00（L.O. 22：30）
●定 休 日／毎週火曜日（祝日の場合営業、翌日休）

〈ご予約・お問合せ〉 TEL.052-914-1508〈ご予約・お問合せ〉 TEL.052-914-1508

●営業時間／〈月～土曜日〉8：00～20：00（L.O.19：00）
　　　　　　〈日曜日〉8：00～18：00（L.O.17：00）
●定 休 日／不定休

〈ご予約・お問合せ〉 TEL.052-910-1339

B1F B1F

1F お得な
クーポン
付いてます！

期間限定の
お得なクーポンが使えます。
キリトリ線で切り取って
ご注文の際にご呈示ください。

創業から続く、伝統の
バナナ入りシュークリーム、
ぜひご賞味ください! なか卯では、牛すき丼、うどんの他にも、

親子丼やカツ丼、カレーなど毎日来られ
ても飽きのこないメニューを取り揃えて
います。さらに期間限定として、「うなま
ぶし」をお出ししています。北海道産山わ
さびや、なか卯自慢のお出汁で鰻を贅沢
に味わえます。夏の元気にぜひ、ご賞味
ください。

うなまぶし 890円

１杯で３度おいしい！
なか卯の「うなまぶし」！
北海道産 山わさびや
なか卯自慢のお出汁で
鰻を贅沢に味わってください。

アツアツできたて
お持ち帰りもOK！

●営業時間／24時間　　●定休日／年中無休

〈お問合せ〉 TEL.03-6833-8824（本部）

メニュー〈一例〉 お持ち帰りもできます
●牛すき丼
　（並）・・・・・・・・・・・・・・350円
　（大盛）・・・・・・・・・・・450円
●親子丼（並）・・・・・・490円
●カレー（並）・・・・・・・390円

●山わさびそば
　（小盛）・・・・・・・・・・・280円
　（並）・・・・・・・・・・・・・・430円
●唐あげ（3個）・・・・・120円

※価格は全て税込み価格です。

※うなまぶしはお持ち帰りできません。

1F

・牛ホルモン 362円
・豚ホルモン 362円
・ミックスホルモン 458円
・豚カルビ 362円
・もやし 172円

・キャベツ 172円
・玉ねぎ 180円
・焼うどん 172円
・焼豆腐 172円

お好きなものを追加できる（一部）

味噌ホルモン鉄板焼味噌ホルモン鉄板焼
（大）1,410円 （中）934円 （小）743円

名古屋名物
味噌串カツ味噌串カツ味噌串カツ味噌串カツ

一本 90円一本 90円
・豚串カツ 90円
・ウインナー 120円
・ハムカツ 120円
・海老 190円
・ホタテ 190円

・ししゃも 130円
・いか 120円
・カキフライ串 180円
・白身フライ串 150円
・有頭大海老 380円

串物メニュー（一部）

※価格は全て税抜き価格です。

＋200円で
盛り合わせデザート

も付く！
フライをメインとした数量限定ランチに、新しく生パスタラン
チを始めました。平日のみ日替わりで2種類お好きなパスタを
お選びください。またプラス200円でケーキ屋ならではの豪華
デザートセットをお召し上がりください。

カフェランチ始めました！カフェランチ始めました！

《ドリンクは下記からお選びください》
●コーヒー（ホットorアイス）　●アメリカン（ホット）
●紅茶（ホットorアイス）（レモン・ミルク・ストレート）
●ミルク（ホットorアイス）
●オレンジジュース　●グレープフルーツジュース

お好きなケーキの値段 ドリンク（200円）

ケーキ
SET

ゆったりと落ち着いた店内でおいしいケーキと
くつろぎの空間をご提供します。
お気軽にお立ち寄りください。

●営業時間／〈日～木曜日〉16：30～24：00（L.O. 23：00）
　　　　　　〈金・土曜日・祝日前日〉16：30～翌1：00（L.O. 24：00）
●定 休 日／年中無休

〈ご予約・お問合せ〉 TEL.052-919-2525
※ぐるなび「厨一里」で検索！

B1F

＜ 厨一里 こだわりのサービス ＞
●飲み放題付コース（1,600円）でお伺いしているお客さまは、
　振舞い酒や誕生日ケーキなど持ち込みできます。
●お花やプレゼントを事前にお預かりしておくことができます。

●コース料理の献立は月替わり、常に新しい料理が加わり飽きさせません。
●苦手な食材、好き嫌いなど、ご予約の際にお気軽にご相談下さい。
　お一人さまだけ違うものに一部差し替えるなどの対応をいたします。

ビールメインならお値打ち！
瓶ビール、日本酒、酎ハイ、ソフトドリンクなど全12種

全54種！ 大満足コース！
麦・芋焼酎、ハイボール、カクテル、果実酒、ワイン、
ノンアルコールビール、Ⓑコース限定ソフトドリンクⒶコース＋ 

飲み放題100分を
プラスするとお得！！
各コースともプラス
300円で瓶ビールを
生ビールに変更できます

❶刺身の盛り合わせ6種
❷七久里農園  トマトの冷製ポタージュ
❸信州更科そばサラダ
❹枝豆の鹿の子揚げ

❺無敵のえびまよ
❻産直あさりとゴーヤの味噌ちゃんぷる
❼水茄子と茗荷、しらすのさっぱり和え
❽自家製ベーコンと新じゃがのオーブン焼き

❾揚げ鱧と茄子の煮おろし
10鶏そぼろの新生姜めし
11マンゴーのシャーベット

3,100円
コース

（全11品）
の場合

※2名さまより要ご予約
※飲み放題は4名さま以上　※全コース税込

刺盛4種 お値うち！

刺盛6種＋
「無敵のえびまよ」付

刺盛7種＋「無敵のえびまよ」＋
「鮎の塩焼き」付

夏の宴コース
夏は飲んで食べてが楽しい季節！

2,600円  （10品）〈
税
込
〉

3,100円  （11品）〈
税
込
〉

3,600円  （12品）〈
税
込
〉

【Aコース 1,100円 】【Aコース 1,100円 】【Aコース 1,100円 】〈税込
〉

【Aコース 1,100円 】〈税込
〉

【Bコース 1,600円 】【Bコース 1,600円 】【Bコース 1,600円 】
〈
税
込
〉

【Bコース 1,600円 】
〈
税
込
〉

※写真はイメージです。

その1.全120種類以上の豊富な品揃え！！
その2.直営店の強み！！ 上質で肉厚ジューシーなお肉ばかりです！！
その3.牛ステーキや希少な部位なお肉も勢揃い！！
その4.お肉だけじゃない珍しいホルモン類も豊富！！
その5.ご飯、サラダ、スープ類も充実！！ デザートまで選べちゃう♪

飲み放題全60種
1,500円（税抜）

●瓶ビール ●キリンフリー 
●チューハイ各種 ●日本酒各種 
●焼酎（芋・麦）各種 ●梅酒各種 
●ワイン（赤・白） ●ウイスキー各種 
●カクテル各種 ●ソフトドリンク各種

お席で注文！！

夏だ、焼肉だ、かわちどんへLet’s go
焼肉食べ放題（全120種）!!焼肉食べ放題（全120種）!!焼肉食べ放題（全120種）!!焼肉食べ放題（全120種）!!

夏限定メニューが登場します！！
飲み放題もつけて、好きなだけ食べて飲んで
この夏を思いっきり楽しもう

一緒にどうぞ！
か
わ
ち
ど
ん

食
べ
放
題
の

人
気
の
ひ
み
つ

エスカレーター

なか卯サンモリッツ

エスカレーター
マルハチ

厨 一里

焼肉 かわちどん
B1F

1F

要予約 イチ押し!

お一人様 15品お一人様 15品3,500円コース3,500円コース
①キムチ盛り合わせ　②自家製蒸し肉～酢みそをつけて～　③牛タン塩焼き　
④牛タンのしゃぶしゃぶ～さっぱりおろしポン酢で～　⑤国産霜降りの特選カルビ　⑥名物国産牛肩肉　
⑦牛ステーキ　⑧かわちどん限定国産ムカデの豪快焼き　⑨さがりのコロコロステーキ　
⑩国産塩豚カルビ　⑪牛特上ホルモン～しその葉で包んで召し上がれ～　⑫包む野菜チシャバ　
⑬大根と水菜のサラダ～トロロソースで～　⑭クッパ or ピビンバ　⑮選べるデザート

1.今年人気の「牛ステーキ」が2種類加わりました。
2.他店では入手できない独占入荷の「ムカデの豪快焼き」
　が加わりました。
3.やわらかいよりも、もっとやわらかい「ふわふわ肩肉」
　が加わりました。
4.わがまま何でも受け付けます！！（コース内容など…）
5.営業時間が延びて遅い時間からもご利用可能になりました。

かわちどん夏の宴会プラン こだわり5ヶ条

他店では味わえない上
質なお肉、

かわちどんでしか食せない
希少部位も入った内容で

す。他店では味わえない上
質なお肉、

かわちどんでしか食せない
希少部位も入った内容で

す。
焼肉で創りませんか？焼肉で創りませんか？
夏の思い出夏の思い出

飲み放題飲み放題 1,500円1,500円
●瓶ビール ●キリンフリー ●チューハイ各種 ●梅酒 
●焼酎（芋・麦） ●ハイボール ●カクテル各種 ●ワイン（赤・白） 
●日本酒  ●ソフトドリンク

美味しいお肉は美味しいビールで乾杯！！

90分

B1F1F
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