
What's Meieki Minami?

名古屋の発展とともに
歴史と文化を抱えて進化するまち
　名駅南地区とは、名古屋を東西に走る広小路通と南北に走る鉄道、堀川に
囲まれた名駅南1～4丁目を指します。地区を斜めに走る下広井町線から北は、
名古屋城下への入口として古くからまちが作られ、南は湿地帯でした。明治時
代には鉄道や堀川、中川運河を利用し、流通業務地区として発展しました。
　近年はリニア中央新幹線の開業を控えて、オフィスビルやマンション、宿泊施
設が増加。名古屋四季劇場の開館を機に、クリエイティブな文化芸術エリアと
しても注目が集まります。同時に、地域コミュニティも強く根付き、社寺や祭り
などの歴史や伝統文化が大切に守られてきました。
　名古屋を代表する街に隣接することも特徴です。玄関口の名古屋駅、御園座
などの文化施設や飲食店が点在するオフィス街・伏見、水辺と緑が豊かな再開
発地区・ささしまライブ24地区、多様な文化が交わる随一の商店街・大須に囲
まれています。
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三蔵通、堀川沿い、若宮大通、江川線沿いを
ぐるりと走ると、信号もなく、
日々のランニングコースにぴったり。

堀川沿いにある格安ゲストハウス。
古いビルをオーナー自らが改装した
手作りで温かい宿。
旅人同士のコミュニケーションの場。

音速別荘

明治時代、ここには鉄道と
道路をまたぐ大きな陸橋があった。
当時賑わった中村遊郭へ続く
橋でもあったという。

明治橋跨線橋跡

ボリューム満点のモーニングセットは、
トーストにサラダ、スープなどが付く定番セットと
たまごサンド、味噌ササミかつ丼、
和食、カレーライスなど種類豊富！

パイナップルミント

明治橋跨線橋跡

かつてこの場所にあった旅館『角屋』は
夏目漱石の小説「三四郎」に
登場した旅館との説が！

小説「三四郎」ゆかりの地小説「三四郎」ゆかりの地

唐子車保存庫31

なでしこリーグ1部の「ラブリッジ名古屋」が
星槎名古屋中学校の校庭で
女子小中学生向けのサッカースクールを開講中。
サッカー未経験でもOK！

ラブリッジ名古屋 名駅南スクール

明治～大正初期、名古屋大学医学部の前身、
愛知医学校・愛知病院がこの近くにあった。
碑に描かれた絵は、
明治初年愛知県公立病院外科手術の図 。

愛知医学校記念碑

連日、店頭には行列が。
休日には全国津々浦々から客が訪れる名物喫茶。

広い店内に豊富な品が揃い、
サービスも充実した
家電量販店。
停めやすい駐車場もあり
大きな買い物にも便利。

エディオン名古屋本店

名古屋めし・手羽先唐揚を
食べるならここ！
熟成たれとピリッと効く
塩コショウが病みつきに。

日本の演劇を代表する劇団四季の専用劇場。
東海・北陸・甲信越エリアで唯一。
客席数は約1200席。

名古屋四季劇場

100年前のステンドグラスに彩られた
荘厳な大聖堂・聖グロリアス教会
（場所は水主町）での
挙式が魅力の結婚式場。
出雲大社の御神体を祀る神殿もある。

聖グロリアス教会
（マリエカリヨン名古屋）

都会の狭間にある緑豊かな市民憩いの公園。
噴水や遊具、グラウンド、
季節ごとに花が咲く花壇がある。

六反公園

なんと地上42階！
名駅南ではもちろん、
名古屋市内でも有数の
超高層タワーマンション！

NAGOYA the TOWER

月2回、協議会で清掃を行い、美化活動中！
社会実験やイベントを開催し、子どもも遊べる
地域の憩いの場となる公園づくりを進めています！

祢宜公園祢宜公園

庵

ス堀川沿い
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手作りで
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音速別

愛愛知医医学校 愛知病院がこの近くにあった。
碑に描かれた絵は、碑に描描かれた絵は
明治初年愛知県公立病院 科手術の図明治初 院外科 。

速達専用の青いポストは
全国で数十基のみ。
かなりレアで、出会えたら
幸運が訪れるかも！？
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明治～大正に日本五大ビールの
一つとして名を馳せた
幻の「カブトビール」を生で味わえる。
堀川沿いのテラス席でどうぞ。
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 「名駅南名駅南」ってどんなまち？

2022年11月15日発行

名古屋駅のすぐ南にある名駅南エリアは、
納屋橋や大須も徒歩圏内。駅前から少し離れるだけで、
歴史ある社寺や堀川などの水景にも出合えます。
グルメスポットに立ち寄りながら散策しよう！

CLUB JT 
喫煙所MAP

喫煙所が探せます！

Home Page
meiekiminami.com

Instagram
meieki_southerncross
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名駅南通（仮称）… 名駅地区、広小路通、柳橋とつながる南北のメインストリートとして
 名駅南地区まちづくり協議会が呼称

3丁目 4丁目

1丁目 2丁目

暮らす

100m

創る 歴史

食べる

N



※全席喫煙可

5  スカイプラザ
 

住友生命名古屋ビル26階にあり、ビル群
や山 の々眺望が楽しめます。8種類のラン
チや、鉄板ナポリタン（15時～）が人気。

052-581-1797　 9：00～17：00、
18：00～22：00（LO21：00）※夜は予約営業
日・祝※土は予約営業

　

10  宮鍵
 みやかぎ

作家・池波正太郎も訪れた老舗。看板料
理は、独自の方法で焼くひつまぶしや三
河産赤鶏と八丁味噌を使ったみそすき。

052-541-0760　 11：30～14：00（LO）、
17：00～21：40（LO21：00）　 土・第4水

　

11  炭焼ひつまぶし割烹 うな善
 すみやきひつまぶしかっぽう うなぜん

養鰻業がルーツの店。活鰻を使い、1200
度の炭火で皮目をパリッと焼く名古屋式
と、蒸してから焼く関東式から選べます。

052-551-5235　 11：30～14：00（LO）、
16：30～22：00（LO21：30）　 月、日の夜

※全席禁煙、喫煙専用ルームあり

17  風来坊 名駅南店
 ふうらいぼう　めいえきみなみてん

皮はパリッ、身はジューシーな元祖手羽
先唐揚の店。そのほか鶏や魚介料理が揃
い、一人や家族連れも気軽に入れます。

052-533-0078
17：00～22：30（LO）　 日、月2回不定休

※分煙

12  まる中
 まるなか

昼は定食屋、夜は居酒屋となるアット
ホームな店。こうじ味噌のみそかつ定食
（¥870）は、毎日食べても飽きないと評判。

052-586-0383　 11：00～14：00、
17：00～21：30（LO）　 土・日・祝

　

13  厚切り豚と本格焼酎 Buttagappa
 あつぎりぶたとほんかくしょうちゅう ブタガッパ

銘柄豚料理と焼酎を完全個室で楽しめ
ます。低温調理で仕込んだ豚肉を炭火焼
きする1ポンドトンテキ（¥1960）は必食。

052-563-1147　 11：30～14：00
（LO13：30）、17：00～24：00（LO23：00）　
土・日・祝

※ランチタイムは全席禁煙

14  魚河岸本舗 ぴち天 みなみ丸
 うおがしほんぽ ぴちてん みなみまる

氷見漁港でその日に水揚げされた魚介類
を刺身やさくさくの天ぷらで味わえます。
ランチの刺身定食（¥1000）もおすすめ。

052-583-1177　 月～金11：30～14：00
（LO13：30） 17：00～23：30（LO23：00）、
土・日・祝16：00～23：30（LO23：00）　 なし

※分煙

22  LAZOR GARDEN DINING
 ラソールガーデンダイニング

特別な日にぴったりのレストラン。フレン
チをベースに、和洋中の調理法を取り入
れたフュージョン料理を味わえます。

050-3188-5679
17：00～22：00（LO19：30）　 月・火

　

20  アジェ 名古屋店
 アジェ なごやてん

新鮮なホルモンを丁寧に下処理した塩ホ
ルモン、ホソ塩（￥750）が人気。臭みが
なく、甘みが口の中に広がる逸品です。

052-581-8829　
火～金18：00～22：00、

土・日・祝17：00～22：00　 月

※全席喫煙可

18  撫酣人みなみ
 ぶかんどみなみ

炭火で炙った厚切り牛タンや串焼き、も
つ鍋が味わえます。金曜を除き、時間無制
限の飲み放題も。カウンター以外は個室。

052-581-7771　 17：00～24：00
（フードLO23：00、ドリンクLO23：30）　
日

※全席喫煙可

15  柳ばし 角重
 やなぎばし かどじゅう

創業80年。相撲好きの二代目が考案し
た名物・角重特製ちゃんこ鍋は、黒胡椒
が効いた刺激的な風味。夜のみの提供。

052-541-8578　 11：30～13：00、
17：00～22：00　 日・祝

※電子タバコのみ可

23  BAR NON Peat
 バー ノン ピート

小さなウィスキーバー。スコッチに加え、
竹鶴NVなど400種類が揃います。クラ
フトジンやフルーツカクテルも好評。

052-563-5758　 19：00～翌1：00
（最終入店23：45）　 日

※分煙

21  焼肉大松屋 納屋橋店
 やきにくだいまつや なやばしてん

ホルモンマニア10種盛り（￥1250）や、
極厚牛タンなどの厳選肉を気軽に味わ
える大衆焼肉店。格安の飲み放題も。

052-211-8636
17：00～23：00（LO22：30）　 なし

　

19  大銀杏 柳橋店
 おおいちょう やなぎばしてん

和モダンな空間の焼き鳥店。錦爽鶏を、自
家製のダシ塩を振って炭火で焼き上げま
す。仔羊の柚子胡椒焼き（￥570）も必食。

052-526-6680
17：30～22：30（LO22：00）　 月

※全席喫煙可

3  カフェレスト バンブーグラス
 

ランチが評判の30年以上続く喫茶店。
人気のあんかけスパゲティ・スクランブル
（¥800）は、半熟卵がポイントです。

052-541-5667
7：00～15：00（LO14：30）　 日・祝

※電子タバコのみ可

6  CRAFTBURGER WAVES
 クラフトバーガー ウェーブス

ハンドチョップミート入りの神戸牛を使
った100％ビーフパティが自慢。ソースや
トッピングで、アレンジも自由自在。

052-561-0522
11：00～21：00　 なし

　

7  洲崎 米友 大橋庵
 すさき こめとも おおはしあん

創業75年、石臼挽きそばの店。名物は活き
締めの天然穴子の天ぷらが圧巻の穴子
天おろし（¥2200）や鴨汁ざるそばです。

052-582-8861　 11：00～14：00、
17：30～21：00（LO20：30）　
月・火、水・日の夜

　

4  BUCYO COFFEE
 ブチョーコーヒー

苦味の強い自家焙煎コーヒーと、北海道
産小豆を使った自家製餡の小倉トースト
が名物。常連客に混じり、観光客も多数。

052-582-3780
7：15～17：00（LO16：30）　 なし

※分煙、ランチタイムは全席喫煙可

2  カフェテリア LIRIO
 カフェテリア リリオ

コーヒーや食事と一緒に、喫煙しながら
寛げる喫茶店。料理は、ボリュームのある
鉄板ナポリタン（¥800）が人気です。

052-563-3434
8：00～16：00（LO15：45）　 土・日・祝

　

8  想吃担担面 名駅南店
 シャンツーダンダンミェン めいえきみなみてん

特注麺を使い、1杯に1万5000粒以上
の吟醸ゴマが入った担担麺は、濃厚で痺
れる辛さ。餃子などの小皿料理も。

052-581-6311　 11：00～15：30
（LO15：00）、17：30～22：30（LO22：00）　
なし

　

9  担担麺と麻婆豆腐専門店 柳橋虎玄
 たんたんめんとまーぼーどうふせんもんてん やなぎばしとらげん

本店がミシュランガイドミシュランプレー
ト部門や百名店に選出された名店が、名
古屋初出店。クリーミーな担担麺が名物。

052-485-4555　 月～木11：30～15：00
（LO14：30）　18：00～21：30（LO21：00）、
金・土11：30～15：00（LO14：30）　
18：00～22：30（LO22：00）　 日

名駅南エリア名駅南エリア
立ち寄り
スポット

28  白龍神社
 はくりゅうじんじゃ

1603年、柳橋周辺で流行した熱病を鎮
めるために祠を建てたことが始まり。境内
には本殿のほか、芸事や商いの神様、健
康や知恵の神様を祀る末社があります。
受付10：00～16：00　
なし

24  パナソニック ショウルーム 名古屋
 パナソニックショウルーム なごや

キッチンや洗面、バス、トイレなどの最新
設備を見て、触って、体感できます。家族
構成に合わせた11のくらしのシーン展示が
あり、理想の暮らしをイメージできます。

0800-170-3850
10：00～17：00（プラン受付は16：00まで）　
水（祝は開館）、GW、夏季、年末年始

31唐子車
 からこしゃ

旧広井村内屋敷（名駅南 1～2丁目）
で建造された山車。からくり人形は、
蓮台を迫り上げる押唐子、梅の樹上
で太鼓を打つ小唐子など。10月第2土
曜の花車神明社例大祭で曳行されま
す。名古屋市指定無形民俗文化財。

27  クリばこ
 

ワークショップや展覧会の場として借り
られるレンタルラウンジやシェアキッチン
があり、各自の「やってみたい！」を応援。
毎週水曜、おむすび屋を営業しています。

052-551-9785
9：30～18：00　 土・日・祝※応相談

30  法蔵寺 八角堂
 ほうぞうじ はっかくどう

もともとは尾張初代藩主徳川義直が名
古屋城内に建立した学問堂。建て替え
を経て、七代藩主宗春のころに法蔵寺へ
移築。戦災で焼失し、2006年に再建。
第1土10：00～15：00　 第1土以外

26  カラーフォームSLEEP MODE
 カラーフォームスリープモード

日本初のウレタンマットレスを生産した
イノアックコーポレーション直営店。睡眠
の悩みに合わせて、最適なマットレスや
まくらなどが選べる体験型ショップです。

050-3135-8857
10：00～18：00　 土・日・祝

29  柳里神社
 やなぎさとじんじゃ

須佐之男命、軻具土神の2柱が祀られ
た、ビルの狭間にある小さな神社。境内
に白鷹龍神社があり、白鷹龍神ののぼり
がたくさん立てられています。

24時間　
なし

25  LIXIL ショールーム名古屋
 リクシル ショールームなごや

玄関、サッシ、室内建具、キッチンなどの
住設商品やカーテンなどの製品が一同に
集まるワンストップ型のショールーム。実
際に見て、体験できます。

0570-783-051（ナビダイヤル）
10：00～17：00　
水（祝は開館）、夏季、年末年始

※土日祝は全席禁煙

1  モーニング喫茶 リヨン
 モーニングきっさ リヨン

モーニング6種類が 1日中楽しめる名物
店。名古屋めしとして定着した小倉トース
トの火付け役。土日には行列ができます。

052-551-3865
月～金8：00～16：00、

土・日・祝8：00～15：00　 不定休

食べる食べる
Eat

暮らす暮らす
Living

歴史歴史
History

創る創る
Creative

　

16  豆家福福
 まめやふくぶく

毎朝店で仕込む自家製豆腐と、名古屋
コーチンなどの鶏料理が名物。地酒やワ
インと共に個室でゆっくり味わえます。

052-533-0311　 11：30～14：30
（LO14：00）、17：00～23：00　 日

Colum
n

Colum
n

カフェ

喫茶店

喫茶店

麺

喫茶店

喫茶店

喫茶店 麺 麺 居酒屋 居酒屋

居酒屋

定食屋・居酒屋

鶏・鰻料理

居酒屋

居酒屋

鰻料理

バー

焼肉

焼き鳥

フレンチ

焼肉

居酒屋

モーニング ランチ ディナー

酒類の提供 喫煙

電話番号 営業時間 定休日

1丁目 2丁目 3丁目 4丁目

暮らす 創る 歴史食べる

※掲載施設のデータは2022年10月現在のものです。
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