
なごやめし博覧会 検 索

公式ガイド
BOOK

【 問い合わせ 】なごやめし博覧会 実行委員会事務局　☎ 052-202-1677

なごやめし総選挙 全メニュー紹介新

/Misokatsu/

/Tebasaki /

/Ogura Toast/

/Mis
onik
omi/

/Miso O
den/

/Tenmusu/

市内の激旨店舗が多数参加 !! 共通チケットで美味しくお得に食べ歩き!

10/1 日 日11/19

史上最大級!!

なごやめし
“食べ歩き”フェス

/Taiwan/

Teppan Spaghetti

Ankake Spaghetti

　チケットで
お得に

 食べよう!

食べたら

WEBで
投票!
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期間中、名古屋（中部）到着の ANA 便を対
象運賃にてご搭乗いただいたお客様に、搭
乗券のご提示でなごやめし博覧会のチケッ
トを10％割引させていただきます。

●最新情報は「なごやめし博覧会 2017」の HP、Facebook、twitter をチェックしよう！　# なごやめし博覧会　# なごやめし

期間中、気に入ったメニューに WEB から投票して抽選でステキな賞品をプレゼント !!

特別協力

※「金山観光案内所」、「オアシス 21i センター」
　のみでの取り扱いに限ります。

※搭乗券のコピーおよび搭乗券以外のもので特典を受ける
ことは出来ません。※搭乗券の転売や換金は出来ません。
※ご搭乗されたご本人のみ、特典を受けることが出来ます。
※特典は 1 回のみとなります。特典ご利用後、搭乗券には
印を付けさせていただきます。※航空会社発行の「搭乗証
明書」や「ご搭乗案内」も割引の対象となります

※投票結果はなごやめし博覧会終了後に事務局によって集計＆発表されます。
※賞品の送付先は日本国内に限らせていただきます。※当選権利は、当選者ご
本人以外の譲渡、転売はできません。また、交換・返金・換金等には応じかね
ますのでご了承ください。※賞品は予告なく変更となる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。※抽選方法や当選、応募済みの確認など、これら
についてのお問い合わせには一切お答えできません。予めご了承ください。

●有効期限：発行より 5 年。旅行券裏面に有効期限を記載しております。
有効期限を過ぎたＡＮＡ旅行券はご利用いただけませんので、ご注意ください。
●券種：1,000 円券と 10,000 円券の 2 種類ございます。
●お釣り：商品やご利用場所により、釣り銭をお返しできない場合がございます。

「ANA 旅行券」の詳しい内容については、下記ホームページにてご確認ください。
　http://www.anas.co.jp/tsumitate/index.html

名古屋港でクリスマスイブに行われます花火の鑑賞チケットです。

※写真はイメージです。実際の商品内容とは異なる場合がございます。※写真はイメージです。実際の商品内容とは異なる場合がございます。

ANAの搭乗券提示で
なごやめし博覧会の

チケットが 10％OFF

新なごやめしを食べたらWEB投票しよう！

名古屋が誇るアイドルやチーム、武将隊が、
イベント会場をトークやパフォーマンスで盛り上げます !

愛知県内 9 ヶ所の SA•PAでも「なごやめし博覧会」
が楽しめます。それぞれ違うメニューが味わえるので、
立ち寄るのがもっと楽しくなること間違いなし! どて
丼、台湾ラーメン、みそかつ丼、かき揚げきしめん
などなど、休憩がてらぜひハシゴしてみてください。

愛知県出身の女性タレントで
結成されたアイドルグループ。

「ももいろクローバー Z」、「私
立恵比寿中学」の姉妹グルー
プ。デビューした 2012 年よ
り「なごやめし博覧会」のス
ペシャルサポーターに就任。

名古屋にゆかりのある武将６人
と４人の陣笠隊で構成された
武将隊。名古屋城での演舞や
観光 PR を行うほか、「なごや
めし博覧会」では開催初年度
からスペシャルサポーターとし
て活躍。期間中は開催店舗で
乾杯イベントも行います。

名古屋市の
公式マスコット。

2010 年に結成された東海エ
リア出身 • 在住メンバーで構
成された男性ユニット。歌、
ダンス、芝居だけでなくミュー
ジカルなどもこなすエンター
テインメント集団として人気。
イベントではなごやめしの歌
で盛り上げます。

名古屋市、豊田市、みよし市を
中心とする愛知県全県をホーム
タウンとする、日本プロサッカー
リーグに加盟するプロサッカー
クラブ。開催期間は選手やマス
コットを起用したパンフレット •
ポスターが展開されます !

チームしゃちほこ

名古屋おもてなし武将隊®

はち丸

BOYS AND MEN

名古屋グランパス

なごやめし博覧会を

盛り上げる

スペシャルサポーター
高速道路の

も

なごやめし博覧会
参加中!

に

SA PA
サービスエリア

パーキングエリア

/Special Supporter/

「チームしゃちほこ SPRING TOUR2017 おわりとはじまり～ # ナゴヤの大逆襲～」最
終日に、ファンの皆さんの前で委嘱式 ! メンバー全員で菓子まきも行って大盛況でした。

名古屋城での演舞後、
大勢の観 光客を前に
委嘱式を行いました。 

新東名高速道路 NEOPASA 岡崎 岡崎農場が参加！「なごやめし博覧会」のチケットが購入できる
場所もあるので予めチェックを。メニューの詳細は P20 をチェック。

味噌カツやきしめん、どて煮、台湾ラーメンなど「なごやめし」が勢揃い ! 上り、下りでも違うメニュー
が味わえるので、お出かけの行き帰りに立ち寄っても◎！

東海最大級の規模を誇る「NEOPASA 岡崎」

委嘱式のあとはファンの前で
なごやめしの歌を披露 !

委嘱式には佐藤寿人選手、矢田旭選手、
宮地元貴選手が出席!（2017 年 6 月実施）

ANA 名古屋（中部）発着
国内線全路線のうち、
名古屋（中部）到着便

マイル精算可能な全運賃

なごやめし博覧会のチケット 10％割引
5 枚綴り 3,000 円→ 2,700 円
2 枚綴り 1,240 円→ 1,116 円

ANA旅行券 10万円分 1名様

チケットのQRコードからアクセスして、WEBの投票画面で9ケタの
シリアル No.を入力して カンタン応募！ 詳細は WEB をチェック。

浜乙女 商品詰め合わせ
（3000 円相当） 5名様

ここをチェック!

寿がきや 商品詰め合わせ
（3000 円相当） 5名様

12/24（日） 「ISOGAI 花火劇場 in 名古屋港」  
ご招待券 ペア 5組 10名様

宿泊券1組2名様

対象路線・便

対象運賃

特
典

ⓒ 2009 Nagoya Omotenashi
Busho-Tai Secretariat

ⓒ N.G.E.

WEB投票 & 抽選でプレゼント!
ヒコーキ利用の
観光客はさらにお得!

ANA 賞

浜乙女 賞 寿がきや 賞

X'mas
花火 賞

ANA
クラウンプラザホテル
グランコート名古屋 賞

応募
方法

67



寿がきや食品 
スガキヤのスーちゃん
名古屋を中心に展開するラーメンチェーン

「スガキヤ」のキャラクター。大きな瞳と三つ
編みがチャームポイント。

スペシャル応援団
P3で紹介した「Drive! NIPPON」アプリ
を起動して、アプリ画面の右下「Sifty」
で表紙をかざすと…
なごやめし博覧会のＨＰにいつでもどこ
でもアクセスできます!

このパンフレットの表紙に注目！

東区

名古屋城 北区

瑞穂区

その他市内

＝ チケット販売店 ＝ 引換券が交換できる店販 引

中部国際空港

きしめん亭
2枚 P24 d-1

海老フライカレーきしめん

中区1-1 名古屋城内 売店 きしめん亭
℡ 052-211-4509　10:00～16:00（LO）
無休

名古屋名物を盛り込んだ一品。海老フライとカレーの新しいコラ
ボをご賞味下さい。／通常料金¥1,240

4 348 581*47

矢
ヤ バ

場とん 中部国際空港店
P27-10

わらじとんかつ定食 
矢場とん汁付 

常滑市セントレア1-1 ターミナルビル
4Fレンガ通り　℡ 0569-84-8810　
10:00～20:00　不定休

通常の2倍! ロースとんかつの大判でボリューム満点のみそかつを
たっぷり食べたいという方におすすめです。／通常料金¥1,890

371 668 603*24

3枚

サービスエリア・
パーキングエリア

内
ウツツトウゲサービスエリア クダリ

津峠PA 下り
P6

でら丼味噌ダレ

春日井市西尾町字白川1007-17
℡ 0568-88-2256　7:30～20:30
無休

食べごたえ抜群のエビフライ2尾、トンカツを八丁味噌ダレでどう
ぞ。通常料金／¥1,450

2枚

500 275 526*12

上
カミゴウサービスエリア クダリ

郷SA 下り
P6

台湾ラーメン

豊田市西田町外林3
℡ 0565-28-5447　10:00～22:00
無休

辛さと旨さが引き立つ、やみつきスープが自慢。通常料金／¥880

30 106 316*06

1枚

内
ウツツトウゲサービスエリア ノボリ

津峠 PA 上り
P6

オリエンタル台湾カレー

春日井市西尾町字白川1007-18
℡ 0568-88-8011　7:00～21:00
無休

辛さが旨い自家製の激辛台湾ミンチとオリエンタルカレーをコラ
ボしました。通常料金／¥780

500 275 645*71

1枚

美
ミアイパーキンギエリア ノボリ バイテン

合PA 上り 売店
P6

どて丼

岡崎市保母町上山ノ田4-2
℡ 0564-47-2681　7:00～20:00
無休

どては、モツや牛スジを赤味噌で煮込んだ名古屋名物の料理!通常
料金／¥700

51 612 697*77

1枚

東
トウゴウサービスエリア クダリ バイテン

郷PA 下り 売店
P6

尾張牛メンチカツ定食

日進市米野木町南山978-13
℡ 0561-72-3811　7:00～21:00
無休

名古屋の老舗精肉店「スギモト」の愛知県産牛「尾張牛」を使用した
メンチカツです。通常料金／¥670

30 460 195*27

1枚

東
トウゴウサービスエリア ノボリ バイテン

郷PA 上り 売店
P6

台湾コク味噌ラーメン

日進市米野木町南山978-12
℡ 0561-72-2301　7:00～21:00
無休

名古屋名物の台湾ラーメンに味噌を加えたコクのあるラーメンで
す。通常料金／¥680

30 460 314*71

1枚

守
モリヤマサービスエリア ノボリ バイテン

山PA 上り 売店
P6

みそかつ丼

守山区下志段味上東禅寺2503-4 
℡ 052-736-2723　7:00～21:00
無休

みそかつ丼のカツは肉厚でも柔らかなのでとても食べやすいで
す。通常料金／¥760

30 841 561*54

1枚

守
モリヤマサービスエリア クダリ バイテン

山PA 下り 売店
P6

かき揚げきしめん

守山区下志段味上東禅寺2470-2
℡ 052-736-2010　7:00～21:00
無休

名古屋といえば「きしめん」に、小えびが入った肉厚のかき揚げを
のせた逸品です。通常料金／¥620

30 841 527*18

1枚

岡
オカザキノウジョウ

崎農場
P6

大海老フライ定食

岡崎市宮石町六ツ田10-4 NEOPASA岡崎
℡ 0564-64-1381　9:00～21:00
無休

20㎝の特大海老フライが2本!! 地元岡崎八丁味噌の味噌ダレと岡崎おうはん
玉子を使用したタルタルソースでお召し上がりください。通常料金／¥1,600

2枚

30 117 630*11

新東名高速道路
NEOPASA岡崎

天ぷら やじま。
P26-1

天まる

東区砂田橋5-2-10 ロアールビル1F　℡ 052-711-0182
11:30～14:00（LO13:30）、17:30～22:00（LO21:30）
日曜・月祝

天むすをのり巻きにしてさらに食べ方もいろいろで楽しい。／通
常料金¥756

4 385 102*32

1枚

炭火焼鳥 ガチとり屋
ヤ

P26-6

生つくね丼
（自家製チキンスープ付き）

北区紅雲町46　℡ 052-325-8648
17:00～翌1:00（LO24:00）
日曜

新鮮な鶏肉だからできるガチとり屋名物「生つくね」が丼になりました。〆
はチキンスープをぶっかけてお茶漬けにしてどうぞ!／通常料金¥842

4 411 009*25

1枚

まるや本店 中部国際空港店
P27-10

鰻いなり

常滑市セントレア1-1 中部国際空港セントレア
4Fちょうちん横丁　℡ 0569-38-0803
10:00～21:00　セントレアに準ずる

タレ焼きにやわらかく煮た鰻をタレごはんにかやくを混ぜておい
なりさんに。通常料金／¥680※持ち帰りのみ

371 668 603*24

1枚 2枚
ひつまぶし う家

ヤ

 八事本店
P27-7

う家まぶし飯（出汁、薬味付き）

瑞穂区弥富町桜ヶ岡6
℡ 052-833-0111　11:00～14:00、
17:00～20:30　無休

厳選した国産うなぎを香ばしく焼き上げ、ホカホカご飯にまぶした
「う家まぶし飯」。／通常料金¥1,404 ※写真はイメージ。

4 175 330*84

山
ヤ マ ダ モ チ ホ ン テ ン

田餅本店（名古屋市博物館前）
P27-3

鬼まんじゅう

瑞穂区瑞穂通1-18　℡ 052-841-1501
9:00～19:00※日曜～18:00
火曜•第3水曜

尾張地区の伝統的和菓子。／通常料金¥648

4 172 821*05

1枚

20



名古屋市名古屋駅
観光案内所
中村区名駅1- 1-4 （JR名古屋駅構内）
℡ 052-541-4301　9:00～19:00

× 9:00～19:00

webや旅行社で引換券を購入する。
・チケットぴあ ／ http://t.pia.jp（Pコード 991-143）
・イープラス／ http://eplus.jp/sys/main.jsp
・JTB、日本旅行、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービスほか旅行社

※引換券はチケットに
　交換する必要があります。

チケットを販売所で購入する。

引換券をチケットと交換する。

なごやめし博覧会とは？ そもそも、なごやめしって？

なごやめしの魅力を伝えるために、名古屋
市内の飲食店協力のもと行われる飲食店
回遊型フェスです。期間中は各店のイチオ
シなごやめしメニューを共通チケットでお
得に食べることができます。

味噌カツ・味噌煮込みうどん・味噌とんちゃん・どて煮・
味噌おでんといった赤味噌を使ったものから、手羽先・
ひつまぶし・きしめん・あんかけスパ・エビフライなど、
名古屋の人気メニューを指します。博覧会ではオリジ
ナルのなごやめしもたくさん登場します !

Q Q

販売箇所 : ホテル • 観光案内所
飲食店 : P8 〜をご覧ください

交換箇所 : ホテル • 観光案内所
飲食店 : P8 〜をご覧ください

「なごやめし博覧会 2017」 チケットの購入方法は2種類!

協 賛

まずは

チケットを

ゲットしよう!

名古屋市の公式マスコット
キャラクター「はち丸」

2 枚つづり
¥1,240

5 枚つづり

¥3,000

¥100
お得!

方法 そ
の

方法 そ
の

観光案内所でも販売中!

オアシス21iセンター
東区東桜1- 11−1（オアシス21 B1F）
℡ 052-963-5252　10:00～20:00

10:00～18:00

名古屋市金山観光案内所
中区金山1-17−18（ループ金山１F）
℡ 052-323-0161　9:00～19:00

9:00～17:00
9:00～19:0010:00～20:00


