❾いろは

⓱おなつ食堂

【お店のお勧め】 中華そば(昔風)
【時】10：00〜17：00
【休】日曜日
【☎】0229ｰ63ｰ2346
【所】加美町字西町 64ｰ3

❷やっこ食堂

【お店のお勧め】鶏ベースの醤油ラーメン
【時】11：00〜17：00
【休】不定休
【☎】0229ｰ67ｰ3070
【所】加美町字町屋敷 2ｰ22

❿中華料理・飯店 文華

⓲やくらい土産センター 食堂

【お店のお勧め】五目中華そば
【時】11：00〜15：00/17：00〜19：30
【休】水曜日
【☎】0229ｰ63ｰ4692
【所】加美町字矢越 383ｰ2

【お店のお勧め】中華そば
【時】11：30〜13：30
【休】日曜日
【☎】0229-63-3242
【所】加美町字赤塚 1ｰ5

❸麺屋 齋虎

【お店のお勧め】加美味味噌麹ラーメン
【時】11：00〜15：00
【休】定休日無し（12月は 第１月・火・水曜日の３日間）
【☎】0229ｰ67ｰ3011
【所】加美町字味ケ袋薬莱原1ｰ67

⓫広原ドライブイン

【お店のお勧め】鶏チャーシュー麺 塩味
【時】11：30〜14：30/（金・土のみ）17：30〜20：00
【休】月曜日
【☎】0229ｰ25ｰ4150
【所】加美町字一本杉 533ｰ1

⓳やくらい薬 の湯内 キッチン 木かげ

【お店のお勧め】味噌ラーメン
【時】11：00〜14：00/17：00〜19：30
【休】第２・第４日曜日
【☎】0229ｰ63ｰ3713
【所】加美町菜切谷字原 16ｰ30

❹天鳳

【お店のお勧め】味噌ラーメン
【時】（平日）11：00〜18：00 （土・日）11：00〜19：00
【休】第１・3 月曜日
【☎】0229ｰ67ｰ3388
【所】加美町字味ケ袋薬莱原1ｰ76

⓬中華料理 栄楽

【お店のお勧め】肉そば
【時】11：30〜14：30/17：00〜20：30
【休】不定休
【☎】0229ｰ63ｰ7890
【所】加美町字雁原 17ｰ1

⓴やくらいハイツ

【お店のお勧め】しょうゆラーメン
【時】１１：００〜１７：００
【休】水曜日
【☎】0229ｰ67ｰ3888
【所】加美町字味ケ袋薬莱原 1ｰ178

【お店のお勧め】バラ肉そば
【時】11：00〜15：00
【休】火曜日
【☎】0229ｰ63ｰ7514
【所】加美町字矢越 283ｰ1

❺味覚楽園 味楽

⓭中華料理 たけや

【お店のお勧め】味楽ラーメン きのこ入り
【時】11：00〜15：00/17：00〜20：00
【休】木曜日
【☎】0229ｰ63ｰ5203
【所】加美町字矢越 328ｰ1

丸大屋

【お店のお勧め】海老ラーメン
【時】11：00〜15：00/17：30〜20：00
【休】火曜日 夜、水曜日、第４木曜日
【☎】0229ｰ63ｰ5601
【所】加美町字大門 104ｰ2

❻麺屋 匠

【お店のお勧め】中華そば
【時】11：00〜19：00
【休】水曜日
【☎】0229ｰ69ｰ6006
【所】加美町宮崎字屋敷 6ｰ14ｰ1

⓮食堂 いとう

中国料理 東華

【お店のお勧め】味噌ラーメン
【時】11：00〜14：00
【休】不定休
【☎】0229ｰ67ｰ6238
【所】加美町字久保 84ｰ2

【お店のお勧め】味噌らーめん
【時】11：30〜14：00/17：30〜21：30
【休】火曜日・第 3 月曜日
【☎】090ｰ6855ｰ4638
【所】加美町字町裏７ｰ１

❼金村屋

【お店のお勧め】酸辣湯麺（サンラータンメン）
【時】１１：００〜１４：００/18：00〜21：00
【休】土・日曜日、祝日
【☎】0229ｰ69ｰ5076
【所】加美町宮崎字町108

⓯まつや食堂

【お店のお勧め】天ぷら中華そば
【時】11：00〜19：00
【休】不定休
【☎】0229ｰ63ｰ3122
【所】加美町字南町 59ｰ1

ゆ〜らんど内 食堂 たんぽぽ

【お店のお勧め】中華そば ( 鶏味 )
【時】11：00〜14：00/17：00〜19：00
【休】水曜日
【☎】0229ｰ67ｰ2914
【所】加美町字南寺宿 2ｰ4

【お店のお勧め】みそラーメン
【時】１１：００〜１４：００/16：00〜１8：30
【休】第 2・4 月曜日
【☎】0229ｰ69ｰ6610
【所】加美町宮崎字切込 2ｰ70

☎0229-63-8008
宮城県加美郡加美町字西田三番５

〒981-4292

加美町観光まちづくり協会

主 催

❸
❸ スタンプの対象はラーメンのみとなります。蕎麦、う

❶
❶ スタンプは料金をお支払いする際、「応募はがき」に押
してもらってください。
❷
❷ スタンプは、すべて異なるお店のスタンプを押しても
らってください。同じお店のスタンプが複数ある場合、
無効となります。

【お店のお勧め】鶏中華そば
【時】11:00 〜 14:00
【休】木曜日
【☎】0229ｰ63ｰ2444
【所】加美町字旧館 1ｰ72ｰ4

どん、やきそば、丼物等はスタンプの対象になりません。

❶おざわ食堂

⓰つどい

【お店のお勧め】細めん支那そば
【時】11：00〜17：00
【休】不定休
【☎】0229ｰ67ｰ3856
【所】加美町字町屋敷 2ｰ23ｰ2

❹
❹ 応募はスタンプカード 1 枚につき 1 口となります。

お店によってはスープが
なくなり次第終了致します！

❽ささや食堂

【お店のお勧め】五目そば
【時】10：00〜17：00
【休】第１・第３日曜日
【☎】0229ｰ63ｰ2213
【所】加美町字西町 72ｰ1

※ご記入いただいた個人情報は、賞品の発送のために使用するもの
で、この目的以外には使用しません。

参加店

参加店は
「のぼり」が
目印

※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。

応募締め切り：2019 年 3 月 15 日（金）必着
必要事項を記入して、応募はがきの部分を
切り取り、参加店に備え付けの応募箱に入
れるか、切手を貼り投函して下さい。

応募方法
応募方法

スタンプラリー注意事項
3 店舗制覇賞【30 名様】3,000 円相当の特産品各種

「かみ〜ごオリジナルどんぶり」プレ
全店制覇した方 には

ゼント！

もれなく

30 名様

「3 店制覇賞」3,000 円相当の特産品各種

20 名様

「5 店制覇賞」5,000 円相当の特産品各種

又はペア宿泊券 20,000 円相当（林泉館・ゆ〜らんど共通）３ 名様

「10店制覇賞」10,000 円相当の特産品各種

10 名様

「全店制覇特別賞」30,000 円相当の特産品各種
付けて投函してください。

応募日を記入し、応募する賞に〇を

応募日

全店制覇賞応募
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1 名様

月

目指して がんばる
だ〜 ご

全店 制 覇
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スタート！

8
3店制覇賞応募

3
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4

5 店舗制覇賞【20 名様】5,000 円相当の特産品各種
5 個集めた方

10店制覇賞応募

10

5店制覇賞応募

5

第
回 ラーメンロード加美町スタンプカード
2回
第2

23店 舗

10店舗制覇賞【10 名様】10,000 円相当の特産品各種
【 ３ 名様】ペア宿泊券 20,000 円相当
（林泉館・ゆ〜らんど共通）

参加 店

10 個集めた方

日
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3 個集めた方

【１名様】30,000 円相当の特産品各種

さらに

全店制覇特別賞

もれなく

「かみ〜ごオリジナルどんぶり」
プレゼント！
全店を制覇した方

参加店を巡り、ラーメンを食べてスタンプを３個以上集めて応
募しよう！何口でも応募することができます。
※複数ご応募の場合は、お一人につき１回のご当選とさせてい
ただきます。

ラーメンを食べて賞品をゲットしよう！
ラーメンを食べて賞品をゲットしよう！
開催期間 2018 年
参加店

12 月 20 日

23 店舗

〜 2019 年

スタンプラリー!

2回

第

3 月15 日

回
2回

第
第

スタンプラリー

