
(価格は全て税込）(価格は全て税込）

■共催／おもてなしキャラバン隊実行委員会 ※都合により、出店者、出店商品等が変更になる場合があります。

期間中、 「岡崎うまいもん屋」で使える　

100円クーポンつき
8/10（土）～15日（木）に出店の「Moonstar」でもご利用いただけます。

※切り離してご利用ください

の4日間

会場：上り線イベントスペース

●岡崎うまいもん屋についてのお問合せ／ 岡崎市観光協会 TEL 0564-64-1637

岡崎の「こだわりグルメ」をお得にご提供！
8/11 ・12 ・13　・14　日 月 火 水

「岡崎うまいもん屋」「Moonstar」限定

●2019.8/10（土）～8/15（木）の期間内のみ有効。 換金はできません。

お住まいの
郵便番号を
ご記入ください

100円クーポン

〒

10時～17時 

MIKAWA FOREST

300300円円

伊藤和四五郎商店
スタート 8：00

各日先着50食限定 各日先着30名様限定

スタート 9：00

各日先着50
食限定

各日先着10
名様限定

海老フライカレー海老フライカレー

なんと半額以下
！！

なんと半額以下
！！

500円

元祖 手打ち釜揚げうどん 大正庵釜春

Design Tshirts Store graniph
スタート 9：00

お土産処 三州  岡崎宿

和食・御肉処 かごの屋

お会計から

スタート 11：00

スペイン窯  パンのトラCAFETERIA 岡崎農場

通常1,300円

各日先着20名様限定

150150円引き円引き

商品ご購入の方に商品ご購入の方に

牛コロッケ牛コロッケ

お土産処 三州  岡崎宿

丼物または御膳ご注文の方、

しょうゆ麹唐揚セット

丼物または御膳ご注文の方、

しょうゆ麹唐揚セット

NATSU-NO-JIN

200円通常400円　

スタート 9：00

レインボーフラッペレインボーフラッペ

各日先着30名様限定

1,000円以上お買上で

岡崎おうはん
クリームパン
１個プレゼント

1,000円以上お買上で

岡崎おうはん
クリームパン
１個プレゼント

スタート 6：00

各日先着50名様限定
スタート 8：00

通常500円

三河味噌の串カツ
（2本入り）

三河味噌の串カツ
（2本入り）

各日先着50食限定
スタート 8：00

（野菜天5品）に

釜揚げうどん釜揚げうどん

野菜天ぷら釜揚げうどん野菜天ぷら釜揚げうどん
通常 870 円を通常 870 円を

グレードアップグレードアップ

各日先着20名様限定

お好きなタピオカドリンクと
パンケーキをセットで
ご注文の方、

お好きなタピオカドリンクと
パンケーキをセットで
ご注文の方、

スタート 8：00

Bresta

各日先着20名様限定

1,000円1,000円通常1,188円

麺道楽（牛すじ丼と
冷きしめんのセット）

麺道楽（牛すじ丼と
冷きしめんのセット）

税抜き価格から100100円引き円引き

きっちん　ににぎ
スタート 8：00

カップライス（レギュラーサイズ）
１つご注文の方、
カップライス（レギュラーサイズ）
１つご注文の方、

通常250円 150150円円

岡崎
限定

内藤ルネエコバッグ内藤ルネエコバッグ
１点お買上で１点お買上で（1,296円）（1,296円）

各日先着20名様限定

かき氷を１杯
プレゼント
かき氷を１杯
プレゼント

スタート 9：00

オリジナルステッカー
プレゼント
オリジナルステッカー
プレゼント※各日20時までの

　実施です。
※各日20時までの
　実施です。

おみやげグランプリ、フード・ドリンク

部門にてグランプリを受賞した山梨の

代表的銘菓「桔梗信玄生プリン」を

NEOPASA岡崎にて期間限定特別販

売！きな粉の香り漂うコクのある、とろ

けるプリンをお楽しみください。

信州松本平では、ダントツ人気の郷土

料理。新鮮な国産鶏肉を半世紀に渡り

伝承されたニンニクたれに漬け込み、1

枚1枚丁寧に手揚げしています。本場の

郷土料理の味をぜひご堪能ください!!

「山賊焼」の販売（有）本郷鶏肉
信州郷土料理

8/11（日）・12（月）11時～18時

「桔梗信玄生プリン」販売桔梗屋

8/10（土）～14（水）

4個セット982円

11時～

会場：お土産処 三州岡崎宿※売り切れ次第終了

夏の陣イベント（8/10～15）期間中夏の陣イベント（8/10～15）期間中 各日先着15名様限定

10：00～18：00営業時間

もつ鍋お買上の方に〆のちゃんぽん麺をプレゼントもつ鍋お買上の方に〆のちゃんぽん麺をプレゼント

スタート 10：00会場：屋内中央イベントスペース九州発の人気お土産がNEOPASA岡崎に大集合！！

20198.10 8.158.10 8.15土 木2019 の6日間



●2016.8/11（木）～8/16（火）の期間内のみ有効。 換金はできません。

〒

●「岡崎うまいもん屋」「Moonstar」でしか使えません。

●500円以上のお買上で使用できます（他店との合算は不可）

●他の券との併用はできません。

●複数枚の使用はできません。

「岡崎うまいもん屋」限定クーポン
ご利用時の注意

8/11（日）～14（水）10時～17時
会場：上り線イベントスペース

会場：上り線イベント
　　　スペース

会場：上り線イベント
　　　スペース

会場：屋内中央イベントスペース

（レシート合算可）

●岡崎のうまいもんを集めた

こだわりのお店が臨時出店！

8/11（日）～14（水）の4日間のみ

「岡崎うまいもん屋」限定で使

える100円クーポンを提供！

チラシから切り取ってご利用ください。 

●8/12（月・祝）・13（火）のみ「岡

崎うまいもん屋」で500円以上

のお買い上げで1回、ガラポン
抽選会にチャレンジできます。

「愛知県豊田市の元気と魅力

を全国に発信しよう！」をキャ

ッチフレーズに、豊田・岡崎・

名古屋をはじめ東海地区のみ

ならず、全国でライブイベント

やテレビ・ラジオ出演等の活

動をしているアイドルグルー

プです。東海地区トップクラ

スの呼び声があるダンスと歌

のステージパフォーマンスは

圧巻です！アイドル達の熱い

ライブをお見逃し無く！！

常果園

岡崎駒立ぶどうカキ氷岡崎駒立ぶどうカキ氷

地元果樹園のフルーツまつり！自家製

ソースのかき氷などを販売します！

地元果樹園のフルーツまつり！自家製

ソースのかき氷などを販売します！

マウンテンバーガーマウンテンバーガー

マウンテンダイナー

国産牛100％の贅沢なパティ等をこだ

わりのバンズでサンドした本格派ハン

バーガーをどうぞ！

国産牛100％の贅沢なパティ等をこだ

わりのバンズでサンドした本格派ハン

バーガーをどうぞ！

グレート家康公
　「葵」武将隊 演武

演舞①11:00 ②15:00

グリーティング  13:30

①11:00 

②13:30

③15:008/12  月

オカザえもん&
　みちまるくんが
　　やってくる！

K&B BOB

8/11  ・12日8/12  のみ月

岡崎おうはんステーキ丼岡崎おうはんステーキ丼

岡崎自慢の地鶏は、凝縮されたう

まみがジュワーっと！

岡崎自慢の地鶏は、凝縮されたう

まみがジュワーっと！

ランバイクレース

第3戦  おかざきレース

エントリー募集中

会場：屋上特設会場

豊田市ご当地アイドル

「Star☆T」 生ライブ！
五宝食品

「はちみつ大学芋」
の販売

Moonstar

「ケバブサンド」
の販売

depoliva「革製品」の販売

8/13（火）　①10：30～　②14：00～ 会場：屋上ルーフガーデン

岡崎の「うまいもん」大集合！！岡崎の「うまいもん」大集合！！

ゆず農家がつくるかき氷ゆず農家がつくるかき氷

ぬかた屋

ぬかたの天然水「神水（かんずい）」を

使ったこだわりのかき氷。

ぬかたの天然水「神水（かんずい）」を

使ったこだわりのかき氷。

月

グリコクレープ

焼きたてクレープ焼きたてクレープ

ROUTE18

岡崎カスタードチュロス岡崎カスタードチュロス

岡崎市の特産品を使用したオリジナル

の生地を1枚づつ丁寧に焼き上げて提

供します！

岡崎市の特産品を使用したオリジナル

の生地を1枚づつ丁寧に焼き上げて提

供します！

岡崎にも食べ歩きの文化をと考案した

米粉のチュロス。岡崎の卵でプレミアム

な自家製カスタードをブリュレ！

岡崎にも食べ歩きの文化をと考案した

米粉のチュロス。岡崎の卵でプレミアム

な自家製カスタードをブリュレ！

（いちご、ゆず、ブルーベリー）（いちご、ゆず、ブルーベリー）

八丁味噌マヨからあげ八丁味噌マヨからあげ

暴れん坊チキン

からあげグランプリ連続金賞！「元祖」

八丁味噌のからあげは、化学調味料不

使用で身体に優しい美味しさです。

からあげグランプリ連続金賞！「元祖」

八丁味噌のからあげは、化学調味料不

使用で身体に優しい美味しさです。

8/13　・14火 水

8/10（土）～15（木）10時～17時

8/10（土）～15（木）10時～18時

8/10（土）～15（木）10時～17時

京都にある人気ケバブ店が臨時

出店！一度食べたらやみつきにな

る本場トルコの自慢の味をご賞

味ください！

日本古来の繊細な裂き織りと刺子に、国内

・海外産の高級レザーを取り入れたデザイ

ンのバッグや小物を多数取り揃えました。

味わい深い裂き織りとレザーとが相俟って

醸し出す独特の雰囲気をご堪能ください。

※イベント内容・出演者は、 天候等により予告なく変更する場合があります。　※画像はイメージです。

商品の一例商品の一例

8/11　・12　・13　・14日 月 火 水8/11　・12　・13　・14日 月 火 水

8/11　・12　・13　・14日 月 火 水

8/11　・12　・13　・14日 月 火 水

8/13  火

8/12　・13  月 火

外がカリッと中がふわっとした名

物「はちみつ大学芋」。その場で食

べてもOK、お土産にも最適な逸品

です。

夏限定「アイス

クリームのせ」

もございます

ので、是非どう

ぞ。  ※雨天中止です


