
キャンペーン期間中に対象の栗商品を
購入・飲食したレシートもしくは領収書を
このチラシの裏に貼り、各店舗の応募BOX
に投函もしくは事務局へ郵送ください！

菊池

和栗
グルメフェア

抽選で「菊池地域の豪華特産品」をプレゼント！
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※写真はイメージです。
Pasha

レシートラリーのぼりが
目印！

清らかな水、自然豊かな菊池で生まれたプレミアムなお肉、お米、お菓子の詰め合わせが勢揃い！

この秋、菊池地域の栗を使用したグルメ・スイーツを対象の旅館・店舗で味わい、
レシートを集めると、菊池地域の豪華特産品が当たるキャンペーンを開催いたします。
この機会に菊池地域に足を運び、菊池の秋の美味しい魅力を楽しみませんか？

菊池地域は種類豊富な県下有数の栗産地

対象店舗の詳しい情報は
こちらからチェック！

くまもと黒毛和牛
プレミアム和王
（菊池産 200gステーキ4枚）

3
名様

七城のこめ(2kg)

28
名様

レシート7枚レシート3枚

レシート2枚

（栗商品等詰め合わせ2,000円相当）

菊池の和栗とは？
阿蘇外輪山の西の山麓に
広がる栗園では、8月下旬
の「丹沢」から、10月初め
の「美玖里」まで、様々な品
種の栗が作られ、秋の味
覚として親しまれています。
加熱すると渋皮が剥きやす
くなる「ぽろたん」など個性
的な品種もあります。

10月8日●土～
12月11日●日

土～

日

2022年

レシートラリーの応募は
12月16日（金）まで

開催
期間

1等
3等

参
加
店
舗

随
時
更
新
中
！

菊池和栗グルメフェア 公式サイト
http://kikuchi-waguri-gourmetfair.com

2等びっ栗箱

10
名様



物産館

※個人情報は本レシートラリーの目的以外には使用いたしません。 ※レシートラリー参加店舗以外のレシートでは応募できません。 ※公式サイトからダウンロードしたチラシでも応募可能です ※当選発表は賞品の発送
をもってかえさせていただきます。 ※レシートはフェア開催期間中に発行されたもので、応募はレシート原本に限ります。コピーは不可となります。 ※応募したレシートは返却いたしません。 ※領収書での応募も可能です。

レシートラリー対象の栗商品は下記公式サイトでご確認ください。対象店舗

応募
方法

主催：菊池地域観光推進協議会、熊本県県北広域本部、ＪＡ菊池、菊池地域直売所等連絡協議会
〒862-0908 熊本市東区新生2丁目23-18
096-285-8578事務局

問い合わせ先

「菊池和栗グルメフェア」事務局（株式会社アドコム内）

参加店舗
随時更新中！

平日10：00～
　　17：00

菊池市隈府立町1299住

営 9:00～18:00
0968-25-2214

休 不定休

㈲合志製菓
菊池 KIKUCHI 和菓子

菊池市雪野1817-2住

営 チェックイン16:00
チェックアウト10:00

0968-27-0701

農家民宿 清水川
菊池 KIKUCHI

休 不定休

民泊

菊池市四町分2457住

営 予約制 11:30～16:00
090-9075-4513

休 不定休

café 望野山
菊池 KIKUCHI カフェ

菊池市隈府861-1住

営 10:00～20:00
0968-25-4234

休 水曜日

洋菓子工房 森と山
菊池 KIKUCHI 洋菓子

道の駅七城 メロンドーム
菊池 KIKUCHI

菊池市七城町岡田306住

営 9:00～18:00
0968-25-5757

休 なし

物産館

合志市竹迫2258(アンビー熊本)住

営 10:00～18:00
096-285-9519

休 月曜日（祝日の場合は火曜日）

パティスリーヴォロンテ
合志 KOSHI 洋菓子

風土屋
SAKAE・ルぱんぶう

合志 KOSHI

合志市栄2147住

営 9:30～19:00
096-321-6363

休 水曜日

ベーカリー

菊陽町原水5193-1住

営 ランチ 11:00～15:00 
ディナー18:00～21:00　

096-237-6591

堀川ピッツァ
菊陽 KIKUYO

風土屋ぱんぶう
菊陽 KIKUYO

菊陽町杉並台2丁目12-17住

営 9:30～17:30
096-237-7412

休 水曜日、日曜日、祝日

さつまいもキッチンカー　
MAIMOTTO

大津 OZU

大津町大津1464-1住

営 11:30～17:00
090-8682-0633

休 不定休休 火曜日、他不定休有

ベーカリー ピザ 芋スイーツ

菊池市隈府285住

営 9:00～19:00
0968-25-2413

休 不定休

㈲中原松月堂
菊池 KIKUCHI 和菓子

菊池市旭志川辺1886住

営 9:00～18:00
0968-37-3719

休 12/31～1/2

道の駅旭志
ふれあいセンター食彩館

菊池 KIKUCHI 物産館

菊池市旭志麓1584-4住

営 9:00～17:00
0968-37-4556

休 木曜日（祝日は営業）

ついんスター
菊池 KIKUCHI アイスクリーム

菊池市隈府1121-13住

営 18:00～24:00
0968-24-1889

休 月曜日

IZAKAYA万彩工房
菊池 KIKUCHI 居酒屋

菊池市長田4-1住

営 9:00～12:00
0968-24-1712

休 不定休

わらべ
菊池 KIKUCHI お弁当

菊池市隈府1057-5住

営 17:30～23:00
0968-24-4630

休 水曜日

ろばた焼き 山海丸
菊池 KIKUCHI ろばた焼き

菊池市隈府1124住

営 チェックイン15:00～
チェックアウト10:00～

0968-25-2703

休 不定休

宝来館
菊池 KIKUCHI 旅館

対象店舗の詳しい情報は
こちらからチェック！
菊池和栗グルメフェア 公式サイト
http://kikuchi-waguri-gourmetfair.com

※旅館・店舗により栗商品の提供期間が異なる場合がございます。

お名前

ふりがな

TEL（携帯電話可）

住所

〒　　　　　-

年代応募コース 応募コースに○をつけてください 当てはまるものに○をつけてください

（レシート7枚）（レシート3枚）（レシート2枚）

１等 2等 3等 20歳代以下 30歳代 40歳代
50歳代 60歳代 70歳以上

●本チラシ１枚につき１口の応募とさせていただきます。　●一回の応募につき同一店舗のレシートは不可、
お一人様何度でも応募可能です。　●対象の栗商品を購入・飲食したレシートもしくは領収書をチラシに貼り付
け、下記の必要事項を記入し、各店舗の応募BOXに投函もしくは下記事務局へ切手を貼ってご郵送ください。

きくち観光物産館
菊池 KIKUCHI

菊池市隈府1273-1住

営 9:00～17:30
0968-25-5477

休 10月12日、19日 11月16日、30日

菊池市雪野938-1住

営 チェックイン16:00～
チェックアウト10:00～

0968-27-1016

休 不定休

星乃里
菊池 KIKUCHI 民泊
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