
お問い合わせ

〒771-0220 徳島県板野郡松茂町広島東裏32番地の5
TEL 088-699-3574　FAX 088-699-7276

E-MAIL tsci2000@tsci.or.jp

板野郡松茂町広島東裏32番地の5

松茂町商工会
うまっ！つしげ発掘隊
スタンプラリー応募係　行

62円切手を
貼ってください

POST CARD

7 7 1 0 2 2 0

お 名 前
ふ り が な

ご 住 所

電話番号

松茂町商工会

スタンプラリー

松茂町商工会
松茂町

主 催

後 援

松茂町には、さつまいもやれんこん、ちりめんじゃこなどおいしいものがたくさんあります。
松茂町の特産品を使ったメニューを提供する14のお店を巡って、おいしい松茂を発掘してみましょう。

「うまっ！つしげ発掘隊」参加店で対象商品と
一緒に撮影したおいし～っ顔！の写真作品募集！

おいし～っ顔！フォトコンテスト
https://rwd.55web.jp/matsusige/index.html

応募方法

賞　　品

平成31年3月15日（金）まで

最優秀賞
優  秀  賞
入　　賞

………… 商品券5,000円分×1名様
………… 商品券3,000円分×3名様
……… 商品券1,000円分×36名様

イルローザ 松茂店 / Kadoya kitchen / Cafe Contigo / 食彩 小鮎 / スカイショップ しらさぎ
Tokutoku cafe / ハレルヤ スイーツキッチン / ぱんぱかぱん / びっくり館宝島空港店 / 山かつ 空港店

やまなみ珈琲店 松茂店 / 山のせ たらいうどん 松茂店 / 山丸 昭月堂 / 遊食工房 BASARA

参 加 店 舗

Stamp Rally

Matsushige

2019.2.15Fri ▶ 2.28Thu

総額5万円分の商品券を40名様にプレゼント！総額5万円分の商品券を40名様にプレゼント！ お店を巡って商品券を当てよう！

「うまっ！つしげ発掘隊」参加店にて、対象商品のご購入で「松のこころ」シールがもらえます。シール
4枚でご応募OK!ぜひこの機会に、気になっていたお店を訪れてください！
※専用台紙をお使いください。台紙は参加店と松茂町商工会、松茂町役場に置いています。松茂町商工会
　WEBサイトからもダウンロードできます。
※台紙を切り取って、松茂町商工会へご持参、またはご郵送ください。
※応募締切：平成31年3月7日（木）当日消印有効
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

平成31年2月15日（金）～28日（木） 抽選で参加店でご利用いただける商品券が当たります。

スタンプラリー
「うまっ！つしげ発掘隊」参加店を巡って商品券を当てよう！

参加方法

実施期間 賞　　品

1　　 等
2　　 等
3　　 等
4　　 等
参加店賞 

…………… 商品券5,000円分×1名様
…………… 商品券3,000円分×3名様
…………… 商品券1,000円分×6名様
…………… 商品券 500円分×60名様
…………… 14名様

※参加店の定休日にご注意ください。

総額5万円分の商品券が
合計70名様に当たる！
総額5万円分の商品券が
合計70名様に当たる！

「おいし～っ顔！フォトコンテスト」のWEBサイトの投
稿フォームからパソコン・スマートフォンでご応募いただけます。
※お1人様、何点でも応募できます。
※応募作品は、WEBサイトに随時掲載いたします。
※WEBサイトの応募規約・注意事項をご確認の上、ご応募ください。
※各賞の受賞作品は、WEBサイトにて発表します。

応募締め切り



N

※台紙を切り取って、松茂町商工会へ
　ご持参、またはご郵送ください。
※応募締切：
　平成31年3月7日（木）当日消印有効
※当選者の発表は賞品の発送をもって
　代えさせていただきます。

シール4枚でご応募OK！抽選で70名様に商品券が当たります。

遊食工房 BASARA
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蓮根海老はさみ揚げ定食 980円（税込）
蓮根海老はさみ揚げ単品 780円（税込）
松茂町産の蓮根のシャキっとした食感と甘味、海老のプリプ
リとした食感が美味しい一品。特に女性に人気！

休
11:00～14:30(L.O. 14:00) 17:30～21:30(完全予約制)
日曜日・祝日　　088-699-7033
松茂町中喜来字宮前一番越1

食彩 小鮎01

まごわやさしいお重ランチ800円（税込）
デザートセット(飲み物＋さつまいもケーキ)200円（税込）
蓮根は茹でても揚げても、擦っても美味しくいただける
可能性の広がる食材。色々な味わいをお楽しみください。

休
11:00～15:00
日曜日・月曜日・水曜日・木曜日　 090-9453-6857
松茂町住吉開拓104-2

Kadoya kitchen08

さつまいものフォカッチャ単品200円（税込）

毎朝、焼き立て。モチモチの生地に、松茂美人の芋ペースト
と角切りの実も入りお芋感満載のフォカッチャです。

休
11:00～18:00（L.O. 17:30）
木曜日　　088-678-6112
松茂町広島字一番越9-1

本日のパスタ
（自家製朝焼きさつまいもフォカッチャ付き）

1,000円～1,200円（税込）

Cafe Contigo09

松茂係長(芋どら) 173円（税込）
特産の松茂美人を使った芋あんに仕上げていますが、この
ままではインパクトに欠けるので、ミルクバターを生地に
塗ったのが好評に！

休
8:30～19:00
不定休　　088-699-3476
松茂町笹木野字灘12-7

山丸昭月堂10

おいもサブレサンド
松茂美人(鳴門金時)とアーモンドのほくほく生地をスイー
トチョコレートでコーティングし、ショコラサブレでサンドし
た本格洋菓子。ほくほく濃厚な生地が癖になる味です。

休
9:30～19:00
無休　　088-699-9588
松茂町笹木野字八北開拓213

イルローザ 松茂店11
松茂係長パン 110円（税込）
徳島県マスコット「すだちくん」パン150円（税込）
松茂町のマスコットキャラクター松茂係長のパンや、食用藍
の粉を使い「すだちくん」の緑色を表現したすだちくんパン。
中にはすだちあんが入っています。

休
11:00～16:00
土曜日・日曜日・祝日　　088-683-4988
松茂町笹木野字八北開拓329-1

ぱんぱかぱん14

天婦羅たらい（さつまいも天婦羅付き）

一人前のたらいに入ったうどんと、天婦羅がセットになった
メニューです。さつまいも天婦羅は、93度で蒸してから油
で揚げたほくほくの一品です。

休
11:00～21:30(L.O. 21:00)
不定休　　088-699-2188
松茂町中喜来字前原2番越の1

山のせ たらいうどん 松茂店02

600円以上の商品ご注文で、松茂産の蒸したさつまいも
や、日替わりで楽しませてくれるれんこん、季節にあわせた
新鮮な野菜を使ったサラダバーが付いてきます。

休
11:00～21:30(L.O. 21:00)
不定休  　　088-699-8199
松茂町中喜来字前原3番越の15-1

山かつ 空港店03

おいもプリンとトーストセット

ドリンクなしの場合は
ドリンク代金＋700円（税込）

焼き立ての自家製パンとおいもの手作りプリンを珈琲と一
緒にいかがですか？自家製パンはテイクアウトのみも行っ
ております。

休
8:00～22:00（L.O. 21:30）
無休　  088-677-5144
松茂町中喜来前原東四番越5-1-1

やまなみ珈琲店 松茂店04

800円（税込）

ごま金時 400円（税込）
松茂美人のさつまいもの甘味を生かし、自家製シロップを
かけたシンプルな味付けです。

休
9:30～17:30
火曜日　　088-699-7001
松茂町中喜来字前原東四番越14-1 徳島とくとくターミナル内

Tokutoku Cafe05

松茂美人モンブラン 350円（税込）
モンブランの中には、鳴門金時(松茂美人)の蜜漬けと、チョ
コクリームが入っており、下にはキャラメル味のサブレが
入っています。

休
9:30～17:30
元日休業　　088-699-7611
松茂町広島字北川向四ノ越30

ハレルヤ スイーツキッチン06

松茂美人のスティックポテト 480円（税込）

松茂美人のホクホク感を出しています。スティックタイプで
食べやすく、スイーツとしてもおつまみとしても召し上がっ
ていただけます。

休
(月～金)11:00～14:30、18:00～23:00(土)18:00～23:00
日曜日　   088-699-5503
松茂町広島字東裏23-4 アクシオン松茂1F

遊食工房 BASARA07

1,134円(税込)

600円以上の商品＋サラダバー
（さつまいも・れんこんなど）

※このメニューは18時以降の提供となります。

さつまいも詰め放題 108円（税込）
松茂産さつまいもをお得な値段の詰め放題です。家族や友
だちを誘って、ぜひ挑戦してみてください。

休
10:00～19:30
水曜日・年末年始　　088-699-8177
松茂町笹木野字八北開拓165-1

びっくり館宝島空港店13

いも三昧 3,850円（税込）
おいも3本セット 920円（税込）
徳島のおいもを食べ比べ!(焼き芋、天ぷら、スイーツに！)
松茂係長のパッケージが可愛く、お土産や贈り物にも最適。

休
６:15～20:20（運行状況により変更あり）
無休　　088-699-6410
松茂町豊久字朝日野16-2

スカイショップ しらさぎ12

食彩 小鮎

山のせ たらいうどん
松茂店
山かつ 空港店

やまなみ
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※このメニューはランチタイムのみの提供となります。


