
KITA JAZZ!メンバーズの紹介
〇店舗 （ジャズカフェ）

店名 Jazz Café Tea For Two 店名
カフェ ジャズ

フォーティー.サーティー

営業時間 13:00～17:00 営業時間 月～水・金 13:00～16:00

土 19:00～23:00
定休日 月～金 定休日 木・日・祝

所在地 北区山田4-12-22 所在地 北区柳原４−１−３

電話番号 052-991-4916 電話番号 052-981-0505

最寄駅 地下鉄「大曽根駅」徒歩15分 最寄駅 地下鉄「市役所駅」「名城公園駅」

特徴
ジャズレコードを管球式アンプで

お聴きいただけます。
特徴

毎月、第２と第４土曜日のジャムセッ

ション・月１の第３土曜日のジャズ

オーディオ懇親会

HP http://jazz-café-tea-for-two.business.site/ HP http://www.paw.hi-ho.ne.jp/jazz40-30/

店名 カフェ マママリー 店名

営業時間 7:30～18:00 営業時間

定休日 水 定休日

所在地 北区城見通3-1-1 ﾚｽﾎﾟｱｰﾙ城北1B 所在地

電話番号 052-916-9740 電話番号

最寄駅 地下鉄「黒川駅」 最寄駅

特徴
美味しいコーヒーとお食事

ジャズの流れる大人のカフェ
特徴

HP marry@mamamarry.com HP

写真 写真

写真写真



KITA JAZZ!メンバーズの紹介
〇店舗 （その他）

店名 ネックス・プラザ 店名 特定非営利活動法人 ポパイ

営業時間 10:00～17:00 営業時間 10:00～17:00

定休日 月(祝休日の場合は翌日)、年末年始 定休日 土・日

所在地 北区清水四丁目17-30 所在地 北区志賀南通2-51

電話番号 052-919-3241 電話番号 052-508-6970

最寄駅 地下鉄名城線「黒川駅」徒歩5分 最寄駅 地下鉄名城線「黒川駅」

特徴
名古屋高速道路の建設工程、東山トンネル

の構造を超精密模型で展示し、名古屋高速

道路の建設・管理などを紹介。

特徴

『MO-YA-CO＝もーやーこ』は名古屋弁で

「分けっこ、持合い」を表す言葉。障がい

のある人と一緒に作ったからだに優しいお

いしいおやつや個性あふれる雑貨を販売。

HP http://www.nagoya-expressway.or.jp/kosya/nex/index.html HP http://mo-ya-co.info

店名 名城公園フラワープラザ 店名 名城公園tonarino(トナリノ)

営業時間 9:00～16:30 営業時間 6:00～23:00(店舗により異なる)

定休日 月・第3水 定休日 店舗により異なる

所在地 北区名城1-2-25 所在地 北区名城1-2-29

電話番号 052-913-0087 電話番号 052-325-3121

最寄駅 地下鉄「名城公園駅」 最寄駅 地下鉄「名城公園駅」

特徴

植物を楽しむことができる施設。花に

関する知識や植物の栽培技術などを広

げ、都市生活の中で花を楽しむための

拠点となっている。季節ごとにイベン

トや花や緑に関する展示会、講習会な

ども開催。

特徴

カフェ、レストランといった飲食

店、スポーツショップからシャ

ワーロッカールームなどのラン

ナー・サイクリストサポート施設

が入った商業施設

HP http://www.meijyo-fp.com/ HP http://tonarino-park.jp/

写真 写真

写真 写真



KITA JAZZ!メンバーズの紹介
〇店舗 （その他）

店名 名古屋市北文化小劇場 店名 時遊館

営業時間 9:00～21:30(R2.2までは～17:30) 営業時間 10:00～18:00

定休日 月・年末年始(R2.2までは～日曜も) 定休日 木

所在地 北区志賀町四丁目60番地の31 所在地 北区大曽根二丁目9-49

電話番号 052-910-3366 電話番号 052-911-7977

最寄駅 地下鉄「黒川駅」 最寄駅 地下鉄「大曽根駅」

特徴

演奏会や舞踊会など幅広い公演にご利

用いただける劇場です。ジャズビッグ

バンド「The Polar Star Jazz

Orchestra」の運営も行っています。

特徴 ジグソーパズル専門店

HP http://www.bunka758.or.jp/scd12_top.html HP http://home.att.ne.jp/sky/jiyuukan/

店名 株式会社近藤海苔店 店名 まつ葉

営業時間 10:00～18:00 営業時間 11:00～21:00

定休日 木・日 定休日 木・休日

所在地 北区大曽根二丁目9-48 所在地 北区大曽根二丁目10-5

電話番号 052-916-2430 電話番号 052-915-1565

最寄駅 地下鉄「大曽根駅」 最寄駅 地下鉄「大曽根駅」

特徴
海苔・椎茸・昆布・かつお節など乾物

を取り扱っています。
特徴

とっても美味しいふっくらお好み

焼き

HP http://www.bunka758.or.jp/scd12_top.html HP

写真 写真

写真 写真



KITA JAZZ!メンバーズの紹介

〇店舗 （その他）

店名 御菓子処 おくむら 店名 TAiSEiKAN名城公園店

営業時間 9:00～18:30 営業時間 10:00～19:00

定休日 火 定休日 月・火・木

所在地 北区大曽根4-6-3 所在地 北区名城1丁目4番1名城公園tonarino店内

電話番号 052-981-3834 電話番号 052-908-0088

最寄駅 地下鉄「平安通駅」市バス「西大曽根」 最寄駅 地下鉄「名城公園駅」

特徴
季節を感じられる和菓子を製造販売してい

ます。
特徴

tonarino自転車置き場の向かい。ガラス張

りでTAiSEiKANマークがある。

HP HP http://www.taiseikan.net

店名 黒川スポーツトレーニングセンター 店名 “酒肴吟味”これから

営業時間

火～土10:00～21:30

(浴室サウナは～20:30)

日・祝10:00～18:00

営業時間 17:00～23:30

定休日 月 定休日 日

所在地 北区清水四丁目17番17号 所在地 北区大曽根4-9-33ﾌﾟﾘﾝｾｽ大曽根1F

電話番号 052-982-2770 電話番号 052-915-9166

最寄駅 地下鉄「黒川駅」 最寄駅 地下鉄「大曽根駅」「平安通駅」

特徴
名古屋市内ではめずらしく、トレーニ

ング室の付属設備として浴室、サウナ

室を持っている

特徴 日本酒と洋食と旬の野菜

HP http://www.nespa.or.jp/index.html HP https://www.korekaranihonnshyu.com/

写真 写真

写真 写真


