
場所：ヤホール前駐車場（弥彦村弥彦）　主催：一社　弥彦観光協会（弥彦村弥彦971-4　電話　0256-94-3154）

小森商店 hoi hoi さかたや Yam!Yam!DIO 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen EACT COFFEE CHINAMI 侍ラーメン Sun monika 喜楽亭

たこ焼き 鶏肉のレモン和え他 モツ煮、タコ焼き キューバサンド 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み コーヒー、焼菓子 牛すじ焼きそば ラーメン ポテト・たこ焼き 三角こんにゃく

小森商店 hoi hoi さかたや Yam!Yam!DIO 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen EACT COFFEE CHINAMI 侍ラーメン Sun monika

たこ焼き 鶏肉のレモン和え他 モツ煮、タコ焼き キューバサンド 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み コーヒー、焼菓子 牛すじ焼きそば ラーメン ポテト・たこ焼き

小森商店 hoi hoi Yam!Yam!DIO Sun monika 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen binn CHINAMI EACT COFFEE Rookies 黒津ぽん菓子本
舗

たこ焼き 鶏肉のレモン和え他 キューバサンド ポテト・たこ焼き 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 豚丼他 牛すじ焼きそば コーヒー、焼菓子 肉巻きおにぎり ポン菓子

小森商店 hoi hoi Yam!Yam!DIO 意気揚々 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen binn CHINAMI EACT COFFEE Rookies 黒津ぽん菓子本
舗

たこ焼き 鶏肉のレモン和え他 キューバサンド 唐揚・ツイスター 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 豚丼他 牛すじ焼きそば コーヒー、焼菓子 肉巻きおにぎり ポン菓子

小森商店 hoi hoi Yam!Yam!DIO あかしま 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen binn CHINAMI EACT COFFEE EROPEANcafe&Bar キッチンカー多聞

たこ焼き 鶏肉のレモン和え他 キューバサンド クレープ・コーヒー 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 豚丼他 牛すじ焼きそば コーヒー、焼菓子 ビール・ケバブ 唐揚げ・もつ煮

小森商店 hoi hoi Yam!Yam!DIO さかたや 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen binn CHINAMI Rookies EROPEANcafe&Bar 喜楽亭

たこ焼き 鶏肉のレモン和え他 キューバサンド モツ煮、タコ焼き 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 豚丼他 牛すじ焼きそば 肉巻きおにぎり ビール・ケバブ 三角こんにゃく

hoi hoi 小森商店 Yam!Yam!DIO さかたや 市村商店 Ｂazz Kitchen binn CHINAMI 備長屋 大丸 サンセット .lagoon20

鶏肉のレモン和え他 たこ焼き キューバサンド モツ煮、タコ焼き
もちもちポテト

他
牛すじ煮込み 豚丼他 牛すじ焼きそば 唐揚げ・ビール 焼き鳥・ビール クラフトビール他

hoi hoi 小森商店 Yam!Yam!DIO さかたや 市村商店 Ｂazz Kitchen binn 侍ラーメン CHINAMI サンセット .lagoon20

鶏肉のレモン和え他 たこ焼き キューバサンド モツ煮、タコ焼き
もちもちポテト

他
牛すじ煮込み 豚丼他 ラーメン 牛すじ焼きそば 焼き鳥・ビール クラフトビール他

hoi hoi 小森商店 Yam!Yam!DIO さかたや 市村商店 Ｂazz Kitchen さんきゅう♪オムライ
ス 侍ラーメン .lagoon20 binn Rookies

鶏肉のレモン和え他 たこ焼き キューバサンド モツ煮、タコ焼き
もちもちポテト

他
牛すじ煮込み オムライス ラーメン クラフトビール他 豚丼他 肉巻きおにぎり

hoi hoi 小森商店 Yam!Yam!DIO あかしま
黒津ぽん菓子本

舗
Ｂazz Kitchen CHINAMI FremarKitchen EACT COFFEE binn Rookies

鶏肉のレモン和え他 たこ焼き キューバサンド クレープ・コーヒー ポン菓子 牛すじ煮込み 牛すじ焼きそば 十割そば コーヒー、焼菓子 豚丼他 肉巻きおにぎり

hoi hoi 小森商店 Yam!Yam!DIO 意気揚々 Rookies サンセット CHINAMI FremarKitchen EACT COFFEE binn 侍ラーメン

鶏肉のレモン和え他 たこ焼き キューバサンド 唐揚・ツイスター 肉巻きおにぎり 焼き鳥・ビール 牛すじ焼きそば 十割そば コーヒー、焼菓子 豚丼他 ラーメン

hoi hoi 小森商店 Yam!Yam!DIO EROPEANcafe&Bar Rookies つまみぐい コネルキッチン キッチンカー多聞 EACT COFFEE binn 侍ラーメン

鶏肉のレモン和え他 たこ焼き キューバサンド ビール・ケバブ 肉巻きおにぎり ロングポテト他 ハンバーグ・スパゲティ他 唐揚げ・もつ煮 コーヒー、焼菓子 豚丼他 ラーメン

hoi hoi 意気揚々 Yam!Yam!DIO さんきゅう♪オムライ
ス 備長屋 大丸 EROPEANcafe&Bar コネルキッチン Rookies EACT COFFEE binn Sun monika

鶏肉のレモン和え他 唐揚・ツイスター キューバサンド オムライス 唐揚げ・ビール ビール・ケバブ ハンバーグ・スパゲティ他 肉巻きおにぎり コーヒー、焼菓子 豚丼他 ポテト・たこ焼き

hoi hoi 意気揚々 EROPEANcafe&Bar コネルキッチン 備長屋 大丸 EACT COFFEE Sun monika CHINAMI binn .lagoon20 MELT

鶏肉のレモン和え他 唐揚・ツイスター ビール・ケバブ ハンバーグ・スパゲティ他 唐揚げ・ビール コーヒー、焼菓子 ポテト・たこ焼き 牛すじ焼きそば 豚丼他 クラフトビール他 オープンサンド

hoi hoi さかたや EROPEANcafe&Bar JAN×2 備長屋 大丸 EACT COFFEE Sun monika CHINAMI binn .lagoon20 喜楽亭

鶏肉のレモン和え他 モツ煮、タコ焼き ビール・ケバブ 汁なし担々麺 唐揚げ・ビール コーヒー、焼菓子 ポテト・たこ焼き 牛すじ焼きそば 豚丼他 クラフトビール他 三角こんにゃく

hoi hoi さかたや EROPEANcafe&Bar JAN×2 Yam!Yam!DIO EACT COFFEE WAYS CHINAMI binn Sun monika 喜楽亭

鶏肉のレモン和え他 モツ煮、タコ焼き ビール・ケバブ 汁なし担々麺 キューバサンド コーヒー、焼菓子 薪窯ピザ 牛すじ焼きそば 豚丼他 ポテト・たこ焼き 三角こんにゃく

hoi hoi Ｂazz Kitchen Sun monika Rookies Yam!Yam!DIO EACT COFFEE
黒津ぽん菓子本

舗 CHINAMI あかしま FremarKitchen

鶏肉のレモン和え他 牛すじ煮込み ポテト・たこ焼き 肉巻きおにぎり キューバサンド コーヒー、焼菓子 ポン菓子 牛すじ焼きそば クレープ・コーヒー 十割そば

hoi hoi Ｂazz Kitchen さんきゅう♪オムライ
ス Sun monika CHINAMI 備長屋 大丸 EACT COFFEE Rookies 侍ラーメン Yam!Yam!DIO

黒津ぽん菓子本
舗

鶏肉のレモン和え他 牛すじ煮込み オムライス ポテト・たこ焼き 牛すじ焼きそば 唐揚げ・ビール コーヒー、焼菓子 肉巻きおにぎり ラーメン キューバサンド ポン菓子

キッチンカー多聞 あかしま 小森商店 Sun monika CHINAMI 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen Rookies 侍ラーメン Yam!Yam!DIO MELT

唐揚げ・もつ煮 クレープ・コーヒー たこ焼き ポテト・たこ焼き 牛すじ焼きそば 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 肉巻きおにぎり ラーメン キューバサンド オープンサンド

市村商店 意気揚々 小森商店 コネルキッチン CHINAMI 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen EACT COFFEE Rookies Yam!Yam!DIO MELT Sun monika

もちもちポテト
他

唐揚・ツイスター たこ焼き ハンバーグ・スパゲティ他 牛すじ焼きそば 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み コーヒー、焼菓子 肉巻きおにぎり キューバサンド オープンサンド ポテト・たこ焼き

市村商店 意気揚々 小森商店 コネルキッチン CHINAMI 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen EACT COFFEE あかしま 侍ラーメン キッチンカー多聞 MELT

もちもちポテト
他

唐揚・ツイスター たこ焼き ハンバーグ・スパゲティ他 牛すじ焼きそば 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み コーヒー、焼菓子 クレープ・コーヒー ラーメン 唐揚げ・もつ煮 オープンサンド

市村商店 意気揚々 小森商店 鳥道場とりしず あかしま 備長屋 大丸 さんきゅう♪オムライ
ス FremarKitchen コネルキッチン 侍ラーメン キッチンカー多聞 サンセット

もちもちポテト
他

唐揚・ツイスター たこ焼き 半羽からあげ クレープ・コーヒー 唐揚げ・ビール オムライス 十割そば ハンバーグ・スパゲティ他 ラーメン 唐揚げ・もつ煮 焼き鳥・ビール

Rookies 意気揚々 小森商店 鳥道場とりしず あかしま 備長屋 大丸 さんきゅう♪オムライ
ス FremarKitchen コネルキッチン 侍ラーメン キッチンカー多聞 サンセット

肉巻きおにぎり 唐揚・ツイスター たこ焼き 半羽からあげ クレープ・コーヒー 唐揚げ・ビール オムライス 十割そば ハンバーグ・スパゲティ他 ラーメン 唐揚げ・もつ煮 焼き鳥・ビール

hoi hoi 意気揚々 小森商店 Rookies あかしま 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen FremarKitchen EACT COFFEE
黒津ぽん菓子本

舗 CHINAMI サンセット

鶏肉のレモン和え他 唐揚・ツイスター たこ焼き 肉巻きおにぎり クレープ・コーヒー 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 十割そば コーヒー、焼菓子 ポン菓子 牛すじ焼きそば 焼き鳥・ビール

hoi hoi 意気揚々 小森商店 Yam!Yam!DIO あかしま 備長屋 大丸 Ｂazz Kitchen CHINAMI EACT COFFEE 侍ラーメン 黒津ぽん菓子本
舗 サンセット

鶏肉のレモン和え他 唐揚・ツイスター たこ焼き キューバサンド クレープ・コーヒー 唐揚げ・ビール 牛すじ煮込み 牛すじ焼きそば コーヒー、焼菓子 ラーメン ポン菓子 焼き鳥・ビール

hoi hoi つまみぐい 小森商店 Yam!Yam!DIO サンセット とっとこ Ｂazz Kitchen CHINAMI EACT COFFEE 侍ラーメン

鶏肉のレモン和え他 ロングポテト他 たこ焼き キューバサンド 焼き鳥・ビール 唐揚げ・牛串 牛すじ煮込み 牛すじ焼きそば コーヒー、焼菓子 ラーメン
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