2018 11/1（木）〜11/30（金）
お

い

ほし

みなさん、「乾しいたけ」ってどんな食べ物か知っていますか？？
「乾しいたけ」は
美味しくて
身体にいい
すてきな食べ物。
そんな「乾しいたけ」の日本一の産地、大分県でとっても美味しいたけ料理を
食べてみませんか？

店舗
が参加

参加店舗は大分駅や大分空港を
はじめ、県内各地全２９店舗。
←詳細はこちらからチェック！

先着順で
コースター
をプレゼント

オリジナルコースターをプレゼントします。QR
コードから乾しいたけのヒミツをチェックしよう。
※配布枚数が限られます。無くなり次第終了となります
のでご了承願います。

※ご記入いただいた個人情報は、スタンプラリーの抽選以外には使用致しません。

スタンプ台紙はウラ面です。

行

美味しい乾しいたけを食べて賞品をゲット。
スタンプは１つからでも応募可能です。
※画像はイメージです。

大分県椎茸振興協議会事務局

応募締切
2018年12月14日（金）
当日消印有効

大分県大分市大手町３丁目
１番１号
大分県農林水産部林産振興室内

８ ７ ０ ８ ５ ０ １

郵 便 は が き

スタンプラリー
で賞品を
ゲット！

スタンプラリー
スタンプを集めて
乾しいたけ賞品をもらおう！
応募期限
2018年12月14日（金）まで

抽選で１０名様に、
「美味しいたけセット」
をプレゼント
応募方法は
裏面へ

大分とっても美味しいたけフェア 参加店舗
提供期間は11月末日まで。各店舗の詳細はホームページでご確認ください
（実際のメニュー名表示は若干異なる場合があります）。
店番 エリア

店舗名

電話番号

所在地

ジャンル

中部 Ｄｉｓｈ本店

097-532-2110 大分市八幡字東茶屋台1933-85

2

中部 豊後地魚・地酒の店 酔門

097-536-6262 大分市都町2-3-5

居酒屋

椎茸と鶏皮のパリパリ揚げ 他２品

3

中部 豊後魚鮮水産 大分駅前店

097-513-1188 大分市金池町1-1-15 南光汽船大分駅前ビル2F

居酒屋

大分県産椎茸釜飯

4

中部 Osteria Bucio（オステリア ブーチョ）

097-574-9373 大分市府内町3-2-33

5

中部 トラットリア アリストン テラッツァ

097-534-8815 大分市都町2-1-7アリストンホテル内

6

中部 レストランぶんご

097-538-1690 大分市大手町3-1-1県庁内新館１３F

7

中部 寿しまどか

097-576-8289 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた４F

8

中部 広東炒麺 南国酒家

097-574-9866 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた４F 中華料理 県産しいたけたっぷり 五目あんかけ焼きそば

9

中部 牛たん炭焼 利久

097-513-3330 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた４F

10

中部 遊食豚彩 いちにぃさん

097-513-1235 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた４F 豚肉料理 黒豚と椎茸の野菜蒸しセット（ランチのみ）

11

中部 魚々菜彩とよ吉

097-579-6969 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた４F

和食

宇佐すもう鶏と大分産しいたけの鶏めし

12

中部 竹田丸福

097-513-2029 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた１F

和食

しいたけとり天定食（単品可）

13

中部 博多一口餃子と中華 天天

097-513-1930 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた１F 中華料理 しいたけ餃子

14

中部 大分地魚と炭火やきとり 豊後酒場

097-513-1180 大分市要町1-14 アミュプラザおおいた１F

15

東部 Sunny（サニー）

0977-76-5685 別府市北中７−１

カフェ

乾しいたけ トヨチーニ のポタージュスープとライスコロッケ等

16

東部 夜カフェ１０

0977-73-5573 別府市汐見町3-27

カフェ

ジャンボ干し椎茸の変わりハンバーグステーキ

17

東部 豊後屋 竹かんむり

0977-85-7574 別府市駅前町13-16池崎ビル２F

居酒屋

乾しいたけの里芋まんじゅう 他１品

18

東部 食道楽 とさか

0977-75-9221 別府市北浜1-15-14

居酒屋

牛すじと乾しいたけの出し茶漬け 他１品

19

東部 別府温泉たこ焼きＯＮＴＡＫＯ

0977-22-1060 別府市北浜１-１０-１２

たこ焼き 別府焼き

20

東部 里の駅むさし

0978-69-0056 国東市武蔵町糸原3550

お食事処 しいたけぎょうざ

21

東部 味噌亭

0978-67-3221 国東市安岐町下原１３大分空港３F

22

東部 ビューレストランスカイライン

0978-67-1178 国東市安岐町下原１３大分空港３F

23

東部 すし処 宙

0978-64-7752 国東市安岐町下原１３大分空港３F

24

北部 ほのぼの茶屋

0979-55-2214 中津市耶馬溪町山移3802

お食事処 ほのぼのしいたけ定食

25

北部 農家レストラン洞門パティオ

0979-52-2250 中津市本耶馬渓町樋田180

レストラン からししいたけ（ランチバイキング）

26

北部 魚処 丸萬

0978-37-3771 宇佐市高森737-2

和食

大分とっても美味しいたけ御膳

27

北部 旅館 梅乃屋

0978-54-2002 豊後高田市香々地4017

旅館

乾椎茸そば等（懐石料理の一品として提供）

28

南部 大鳳閣

0972-23-8448 佐伯市内町1-15

中国料理 椎茸となまこの煮込み 他１品

29

南部 ほんじょう 愛の里工房

0972-56-5417 佐伯市本匠宇津々１９８９−１

お食事処 雪ん子寿し 他１品

【お問い合わせ先】

大分県椎茸振興協議会事務局
（大分県農林水産部林産振興室内）

Dish特製美味しいたけオムライス

イタリア料理 しいたけ香るトローリチーズハンバーグ(要予約)等

ホテル

乾しいたけポタージュの小籠包（朝食バイキング）

レストラン 乾しいたけと大豆肉の和風チャプチェ等（週替予定）
寿司
牛たん

居酒屋

大分県産しいたけ入りきのこそば
しいたけのにぎり

きのこしょうゆバターwithOSK

ラーメン しいたけラーメン
レストラン 大分県産牛ハンバーグの椎茸ソースかけ 他１品
寿司

陣笠寿司

ＴＥＬ：０９７−５０６−３８３６

STAMP

店番：

STAMP

スタンプラリー台紙

STAMP

店番：

応募期間：平成30年12月１４日（金）（当日消印有効）

店番：

※店番は応募される方がご記入ください。

スタンプラリー参加ルール

（１） 本チラシに掲載されている店舗にて、フェア参加メニューを
食べると、スタンプが１つもらえます。
（１店舗１回あたり、スタンプ１つとさせていただきます）。

大分県椎茸振興協議会
のキッチン

（２） スタンプ１つから応募可能です。スタンプ１つにつき、１口と
して抽選します（１枚のはがきで３口まで応募可能です）。

cookpad

スタンプが多いほど当選確率はアップします

減塩効果にもつながる うま味 を
生かして、いろいろな料理に使っ
てください！
クックパッドにも料理レシピを掲載
しています！

!

大分の乾しいたけは９９％が原木
栽培。大分のクヌギの栄養をたっ
ぷり使って、約1年半じっくり育つ
から栄養も満点！
ビタミンＤ、食物繊維の他にも、オ
ルニチン、ギャバ、エルゴチオネ
イン（抗酸化作用）なども含まれ、
とっても体にいいのです！

（３） 本チラシのはがき部分を切り取り、必要事項を記入のうえ、
大分県椎茸振興協議会事務局までお送りください。
商品の発送をもって当選とさせていただきます。

乾しいたけ豆知識

洋食

主なメニュー名

1

