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イベント終了後、実際の店舗で

使える来店特典付きです。
※フードフェスタの会場ブースでは使用できません。

うちやましん じ

かつしかグルメビンゴ大会（ゲスト：内山信二さん）

午前10時～10時30分

午前9時30分からビンゴカードを配布

します（先着300人）。

当選者47人に出店商品をプレゼント！

よしもとお笑いLIVE（出演：ですよ。さん 他）

午前11時～11時30分
ア フラッド オブ サ ー ク ル

LiLiCo＆佐々木亮介（a flood of circle）

アコースティックLIVE

午後0時30分～1時

https://katsushika.uwasa-no.

com/category/foodfesta/

フードフェスタ公式ツイッター・インスタグラム

@foodfesta

http://katsushika-food.jp/

右のQRコードからもご覧になれます。

出店情報や

ステージイベントなど

京京都都炭炭焼焼浪浪漫漫家家 新新小小岩岩店店
新新小小岩岩22‐‐77‐‐22

鶏鶏ハハララミミ炭炭焼焼きき
京京都都九九条条ねねぎぎががけけ ￥￥550000

かかららああげげババルル ハハイイカカララ
東東新新小小岩岩11‐‐22‐‐1144

ハハイイカカララ名名物物半半羽羽揚揚げげ
￥￥995500

パパテティィススリリーーNNココトトブブキキ
東東立立石石44‐‐4499‐‐66

くくちちどどけけ
ククッッキキーーシシュューー 他他 ￥￥220000

居居酒酒屋屋みみっっちちゃゃんん
堀堀切切33‐‐99‐‐55‐‐22FF

和和牛牛ススジジのの塩塩煮煮込込みみ
（（宮宮崎崎・・九九州州産産）） ￥￥550000

青青砥砥 鰻鰻 いいづづみみ
青青戸戸55‐‐22‐‐44

ううななぎぎごごははんん
￥￥990000

イイ ーー ダダ イイ ニニ ンン ググ

YYeeee DDiinniinngg
亀亀有有33‐‐77‐‐1155‐‐77FF

ククララムムチチャャウウダダーーススーーププ
パパススタタ ￥￥550000

葛葛飾飾伊伊勢勢屋屋 亀亀有有本本店店
亀亀有有33‐‐3322‐‐11

塩塩大大福福 他他
￥￥330000

森森ののケケーーキキ屋屋 どどんんぐぐりり
東東水水元元11‐‐1199‐‐99

ククレレーーププ
￥￥665500

ババンンココククオオーーキキッッドド
新新小小岩岩11‐‐5511‐‐11‐‐22FF

ククイイッッテティィアアオオ
トトムムヤヤムムガガイイ ￥￥550000

月月島島ももんんじじゃゃ ももんんぱぱちち
西西新新小小岩岩11‐‐99‐‐11‐‐22FF

ももんんぱぱちちロローールル焼焼
￥￥550000

やや とと やや

八八十十八八
立立石石55‐‐1155‐‐1199

おおににぎぎりり（（22個個入入）） 他他
￥￥225500

炭炭火火手手焼焼きき 堀堀切切せせんんべべいい
堀堀切切33‐‐99‐‐44

鬼鬼焼焼（（55枚枚入入りり）） 他他
￥￥665500

おおりりーーぶぶCCaafféé
青青戸戸44‐‐2211‐‐66

ああげげパパンンききなな粉粉 他他
￥￥221100

門門前前ととららやや
柴柴又又77‐‐77‐‐55

草草だだんんごご（（22本本入入））
￥￥330000

串串焼焼きき串串揚揚げげ 笑笑小小屋屋
亀亀有有33‐‐3311‐‐33

揚揚げげパパンン
￥￥330000

NNPPOO法法人人嬉嬉泉泉会会ききせせんん事事業業所所
東東金金町町11‐‐3355‐‐1100

肉肉ままんん
￥￥220000

すすすす ららんん かかいい

自自家家製製麺麺 啜啜乱乱会会
新新小小岩岩11‐‐5500‐‐1122

ザザ・・正正油油ららーーめめんん
￥￥550000
ベベ ーー ネネ

イイタタリリアアンンダダイイニニンンググ BBeennee
西西新新小小岩岩11‐‐88‐‐11‐‐22FF

トトリリッッパパ
￥￥550000

ババ ーー アア ロロ ーー ズズ

立立石石BBAARR AARRRROOWWSS
立立石石11‐‐33‐‐77‐‐11FF

チチキキンントトママトト煮煮込込みみ
￥￥550000

タタイイ国国料料理理チチャャイイタタレレーー
堀堀切切33‐‐77‐‐1177‐‐22FF

ガガパパオオラライイスス
目目玉玉焼焼きき付付きき ￥￥660000

ヴヴィィゼゼ ポポレレーールル
東東堀堀切切11‐‐1166‐‐2222

ププルルココギギドドッックク
￥￥660000

柴柴又又丸丸仁仁
柴柴又又77‐‐66‐‐1188

ああささりり佃佃煮煮（（115500ｇｇ）） 他他
￥￥11，，002266

ババ ーー ササ ンン ズズ

BBaarr SSaannddss
亀亀有有33‐‐3300‐‐1122

ケケイイジジャャンン 焼焼ききももつつ
￥￥550000

沖沖縄縄居居酒酒屋屋 たたーーちち
金金町町55‐‐3366‐‐99

沖沖縄縄そそばば
￥￥550000

和和菓菓子子 ちちぐぐささ
新新小小岩岩11‐‐3388‐‐88

栗栗どどらら焼焼 他他
￥￥220000

かかららああげげのの鳥鳥丸丸 新新小小岩岩店店
西西新新小小岩岩11‐‐55‐‐33

若若鶏鶏ののかかららああげげ
（（秘秘伝伝ししょょううゆゆダダレレ）） ￥￥550000

奥奥戸戸福福祉祉館館 パパンン工工房房ももももちちゃゃんん
奥奥戸戸33‐‐1177‐‐44‐‐110011

ナナンンカカツツババーーガガーー
（（カカレレーー味味）） ￥￥335500

ペペルルシシアアンンフフーードド
東東四四つつ木木33‐‐3344‐‐1144

チチーーズズケケババブブササンンドド
￥￥660000

おおややつつ屋屋ささんん
堀堀切切77‐‐1155‐‐88

ベベビビーーカカスステテララププレレーーンン
（（1155個個入入）） 他他 ￥￥550000
テテ ッッ パパ ンン ダダ イイ ニニ ンン ググ ホホ クク ホホ クク

TTEEPPPPAANN DDIINNIINNGG HHOOKKUU HHOOKKUU
高高砂砂55‐‐3300‐‐1111

チチャャンンピピオオンン焼焼ききそそばば
￥￥550000

亀亀むむらら
亀亀有有33‐‐2266‐‐11‐‐110022

ルルーーブブルルタターーツツ 他他
￥￥115500

中中華華料料理理店店 友友心心
金金町町11‐‐2211‐‐33‐‐110011

友友心心のの担担々々麺麺
￥￥550000

鳥鳥益益
新新小小岩岩11‐‐3344‐‐66

手手羽羽っっ唐唐
￥￥440000

和和楽楽亭亭
西西新新小小岩岩11‐‐11‐‐33

豚豚めめしし
￥￥550000

鶏鶏笑笑 新新小小岩岩店店
東東新新小小岩岩88‐‐3355‐‐1144‐‐110022

大大分分中中津津・・骨骨ななししかかららああげげ
￥￥550000

ししょょううざざんん

ささぬぬききううどどんん 賞賞讃讃
東東四四つつ木木22‐‐1188‐‐44

ままぜぜううどどんん
￥￥550000

中中華華料料理理 三三河河屋屋
堀堀切切44‐‐5577‐‐1155

シシュューーママイイ（（33個個入入））
￥￥225500

居居酒酒屋屋ららむむねね屋屋 本本店店
おお花花茶茶屋屋11‐‐2200‐‐22‐‐11FF

下下町町ももつつ煮煮
￥￥550000

ううななぎぎ 川川亀亀
亀亀有有33‐‐2211‐‐77

ううななぎぎ弁弁当当
￥￥11，，550000

ととうう まま

海海老老そそばば 騰騰眞眞
亀亀有有55‐‐4444‐‐1100

海海老老そそばば
￥￥550000

47店舗が出店！

マークは初出店の
店舗です。

※写真はイメージです。また、
価格は全て会場での販売予
定価格で、実際の店舗での
販売価格とは異なる場合が
あります。

魚魚大大鮨鮨
新新小小岩岩22‐‐3399‐‐1100

たたここ飯飯 他他
￥￥660000

焼焼ききたたててパパンン ぜぜぺぺっっとと
東東新新小小岩岩66‐‐22‐‐11

下下町町ココッッペペ 他他
￥￥114400

パパ リリ スス ケケ ババ ブブ

PPaarriiss kkeebbaabb
四四つつ木木22‐‐3300‐‐99

ケケババブブササンンドド
￥￥550000

ももんんじじゃゃ・・おお好好みみ焼焼・・鉄鉄板板焼焼・・遊遊遊遊
堀堀切切44‐‐1122‐‐1177‐‐110011

じじゃゃががババタターー・・チチーーズズ
￥￥550000

カカフフェェ＆＆レレスストトラランン みみずずもも
青青戸戸77‐‐22‐‐11‐‐11FF

カカツツササンンドド
￥￥550000

居居酒酒屋屋 一一のの花花
亀亀有有33‐‐1100‐‐1111

ジジャャンンボボフフラランンクク
￥￥330000

和和菓菓子子 梅梅むむらら
亀亀有有55‐‐2233‐‐99

赤赤飯飯 他他
￥￥330000

【主催】 葛飾区フードフェスタ実行委員会 【問い合わせ】 テクノプラザかつしか !3838‐5555 【担当課】 商工振興課

18日㈰
午後1時45分～2時15分

演奏します！

お得なパンフレットを

手に入れよう！

全店舗

食レポも

やってま
す！

▲▲

和和太太鼓鼓
ささいい

ググルルーーププ彩彩

当日

会場配布

内山信二さん

ですよ。さん
▲

「野良スコ
」

ⓒ内山勇士

イベント

17
日
㈯

18
日
㈰

リ リ コ

LiLiCoさん

かわ ばたかなめ

川畑要さん


