
ご当地アイドル！
とちおとめ25スペシャルライブ
■午前10時から/午後1時から（各回約30分）

マスコットキャラクター

【あす 24 日（土）限り】

一粒で二度美味しい！？
THE Red Rabbits
チャーリー篠塚
ライブ＆マジックショー
■午前11時30分から/午後2時45分から（各回約60分）
ミュージシャンとマジシャンの2つの顔を持つ
チャーリー篠塚のライブ＆マジックショーです。

　
うさぎや 自治医大店
中古CD・DVD特別販売会
■時間：午前10時～午後18時
お買上げ毎日先着50名様にプレゼント！

　
指先や顔に「カンピくん」を描きます！
宇都宮美容専門学校
ネイル・フェイスペイント
■時間：午前10時～午後12時/午後1時～午後3時（先着順）

会場：コミュニティ施設

写真はイメージです。写真はイメージです▶

期間中、中古CD・DVD特別販売会にて1,000円（税込）以上お買上げの毎日先着50名のお客様に「レンタル旧作DVD1本無料
チケット」をプレゼント！！ ※他の割引サービスとの併用はできません。※ツタヤ自治医大店のみで利用可能。
期間中、中古CD・DVD特別販売会にて1,000円（税込）以上お買上げの毎日先着50名のお客様に「レンタル旧作DVD1本無料
チケット」をプレゼント！！ ※他の割引サービスとの併用はできません。※ツタヤ自治医大店のみで利用可能。

リクエストの動物や植物を作って
プレゼント！
風船ブラザーズ

讃岐国分寺太鼓保存会による
讃岐国分寺太鼓演奏会
■午前10時から/午後1時15分から（各回約45分）
年間約50回以上の公演を行っている地元・国分寺「讃岐国分寺太鼓保存会」
の皆さんが、力強いバチさばきを披露します。

〔同時開催〕讃岐うどん試食販売
コシの強さとのど越しのよさは絶品！本場・讃岐うどんの試食販売を開催。

2008年ジャグリング
世界大会で3位入賞！！
大道芸ヨシくん

地元出身！（下野市）
ザ・たっち お笑いライブ
■午前11時から/午後3時から（各回約30分）

アンデスの熱い風
ルパイアンデス民謡
■午後1時から（複数回）

農産物出荷者による
大餅つき大会
■午前9時から
　（なくなり次第終了）

おふくろの味で
おもてなしいたします。
〔同時開催〕しもつけ農産加工研究会
赤飯（1パック）・すいとん（1杯）・・・・・・各200円

お猿のアイドル登場！
モンキーパフォーマンス
お猿さんとのふれ合い、記念撮影あり！
（カメラをご持参ください。）ご観覧い
ただいた方には「お楽しみプレゼント」
もございます。（数量限定）
■午前11時～午後4時（複数回）

みんな大好き！
ふわふわが登場！！
エアートランポリン
ふわふわベジタブルランド
■午前11時～午後5時 
　小学生以下のお客様に限り無料
　※混雑時は入れ替え制となります。

みんな大好き！
ふわふわが登場！！
エアートランポリン
ふわふわベジタブルランド
■午前11時～午後5時 
　小学生以下のお客様に限り無料
　※混雑時は入れ替え制となります。

愛されて1歳！
（平成23年3月26日 開店）

ありがとう1周年！

おかげさまでオープン1周年
！ 日頃のご愛顧を「イベント」と「おいしさ」に込めて開

催！！

おかげさまでオープン1周年
！ 日頃のご愛顧を「イベント」と「おいしさ」に込めて開

催！！

道道道 駅駅駅しもつけしもつけしもつけののの

 OPEN！
1周年記念

OPENOPENOPENOPEN

温泉ペア
宿泊券、

他がその
場で当た

る！

【1等】道の駅しもつけ商品券 5,000円分・・・・・・・・・・・・
【2等】道の駅しもつけ商品券 3,000円分・・・・・・・・・・・・
【3等】創作レストラン源天しもつけ丼無料券（1枚）・・・

（5本）
（10本）
（10本）

【4等】野菜つめ合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【5等】那須どうぶつ大国ペア入場券・・・・・・・・・・・・・・・
【6等】カンピくんオリジナルBOXティッシュ

（30本）
（15本）

その場で当たる！ カラくじなし！！
　
■期間：あす3月24日（土）→28日（水）の5日間  ■抽選会場：イベントコーナー
期間中、お買上げ・ご飲食1,000円（1会計・税込）以上お買上げでレシートにスタンプを捺印。捺印済みのレシート
を抽選会場にご持参ください。抽選で宿泊伝七「1泊2日ペア宿泊券」ほかをその場でプレゼントいたします。

オープン1周年記念 お買上げ大抽選会オープン1周年記念 お買上げ大抽選会オープン1周年記念 お買上げ大抽選会

サンクス賞
（2組4名様）

日光中禅寺温泉
幸の湖ホテル
「1泊2日ペア宿泊券」
（2組4名様）

日光中禅寺温泉
幸の湖ホテル
「1泊2日ペア宿泊券」

楽しいイベント・プレゼントが盛りだくさん！1周年記念大創業祭スペシャルイベント！！

【あす 24 日（土）・あさって 25 日（日）】

【あす 24 日（土）～ 28 日（水）】 【予告 26 日（月）・ 27 日（火）・ 28 日（水）の3日間開催】

【あさって 25 日（日）限り】

会場：イベント広場
（情報交流館前）

特別賞
（3組6名様）

日光国立公園 川治温泉

宿屋伝七
「1泊2日ペア宿泊券」
（3組6名様）

日光国立公園 川治温泉

宿屋伝七
「1泊2日ペア宿泊券」

特別賞
（2組4名様）

那須高原の宿 山水閣
「1泊2日ペア宿泊券」
（2組4名様）

那須高原の宿 山水閣
「1泊2日ペア宿泊券」

ヨシく
んに

どこで
会える

か？

お楽し
み！！

風船
ブラザー

ズに

どこで会
えるか？

お楽しみ
！！

ラッキー賞
（10名様）

健康房デイリー
「整体30分コース
　　　 半額券」（10名様）

健康房デイリー
「整体30分コース
　　　 半額券」

マスコットキャラクター

1周年記念
1周年記念

OPEN
OPEN
OPEN
OPEN

道の駅しもつけ

道の駅しもつけ

道の駅しもつけ

愛されて1歳！
（平成23年3月26日 開店）

ありがとう1周年！

大創業祭
大創業祭

水
28

火
27

月
26

日
25

土

3/24
あす

オリジナル
福袋販売！！
道の駅しもつけオリジナル福袋
（1袋）5,000円～6,000円相当
→2,000円

道の駅しもつけオリジナル福袋
（1袋）5,000円～6,000円相当
→2,000円
福袋をお買上げのお客様に
「オリジナルクリアファイル」を
プレゼント！！

福袋をお買上げのお客様に
「オリジナルクリアファイル」を
プレゼント！！

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

オリジナル
福袋販売！！

写真「宿屋伝七」写真「宿屋伝七」

30289
テキストボックス
 資料２

30289
テキストボックス
資料２ 



オープン1周年を記念し
た特別な美味しさを多彩にご用意しました

！！

5日間開催5日間開催5日間開催

道道道 駅駅駅しもつけしもつけしもつけののの OPENOPENOPENOPEN
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限定
期間
限定
期間
限定

オープン1周年記念
スペシャルメニュー！
オープン1周年記念
スペシャルメニュー！

GELATERIA 伊澤いちご園 お弁当・惣菜コーナー

トラベルスウィーツ ブルージュけやき

ラーメンやうどん、そば、丼に定食などが
ワンコイン500円で楽しめる。地元産の
食材をふんだんに使用したボリューム
たっぷりのメニューが人気です。

パン生地にストレスをあたえずに焼け
るオーブンタイプの石窯で、毎日焼き
たてのパンをご提供。常時60種類も
の個性あふれるパン並びます。

お子様からお年寄りの方まで地域の
みな様に気軽にお越しいただける店
づくりを目指しています。原材料を厳
選して、安全安心なお菓子作りをし
ています。

宇都宮の人気スイーツ店「めるしー」
の道の駅しもつけ店。定番の「下野プ
リン」や「シュークリーム」をはじめ自慢
のスイーツが集います。

素材にこだわった、焼きたてアツアツの
たい焼きとたこ焼きが楽しめる行列店。
熟練の技で焼き上げるおやきをぜひお
試しください。

下野市内の農産物生産者から直接入
荷する鮮度の高い食材を、ふんだんに
使用したお弁当・お惣菜が豊富に集い
ます。

千本松牧場の牛乳を使用し、既製品を
使わないオリジナルの配合で、ファンも
納得のジェラート。自慢のとちおとめは
もちろん、旬の素材を使用したさまざ
まな味わいを召し上がれ。

農産物

超人気の居酒屋「源天」の2号店。
昼は丼ものを中心としたランチスポット、
夜はお酒も楽しめるダイニングに。
下野産の素材をたっぷり使用した
味自慢の料理をお楽しみください。

G　E　N　T　E　N

創作レストラン

パン デ パルク

道の駅しもつけ●インフォメーション

【日光市・鬼平の羊羹本舗】

昭和初期に羊羹専門店として
創業した鬼平の羊羹本舗。小
豆の旨みを最大限に引き出し
た、みずみずしくさっぱりとした
味わいの水羊羹です。

水ようかん（10個入）・・・・・1,050円

OPEN1周年記念
とちぎの旨いもの

OPEN1周年記念
とちぎの旨いもの

OPEN1周年記念
とちぎの旨いもの

【宇都宮市・高林堂】

栃木県産の那須御養卵、麦
かおりなどの吟味した原材料
を使用。昔懐かしいかりんとう
の食感と風味を表現した新感
覚のまんじゅうです。

かりんとう饅頭「かりまん」
（6個入）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・630円

下野市の

作りました
特産物で

028-635-2577TEL.

下野市食の
オープンスクール

道の駅の新鮮食材で料理を
習ってみませんか？

道の駅しもつけ発！
オリジナル商品！！

かんぴょうカレーかんぴょうカレーかんぴょうカレー
大／好／評大／好／評 1個525525円円

参加者募集か ぴうん ょか ぴうん ょか ぴうん ょ

だよ
！

お母ちゃんの

KANPYOU GYOZAKANPYOU GYOZA

かんぴょうの里 下野かんぴょうの里 下野かんぴょうの里 下野
下野市は、かんぴょう生産日本一！下野市は、かんぴょう生産日本一！下野市は、かんぴょう生産日本一！

旨さ 5色！旨さ 5色！
限定
道の駅
しもつ

け

5つの味わいが楽しめる道の駅し
もつけ限定商品が、さらに美味しく
なりました。
かんぴょう餃子（15個入/1箱）

1,050円

あす24日（土）
発売 OPEN！

1周年記念

苺は、地元JAうつのみや南河内地区
の生産者が丹精を込めて育てた苺を
使用しています。
飲むいちごヨーグルト（750ml）

500円

あす24日（土）
新発売 OPEN！

1周年記念

【足利市・香雲堂本店】

歴史の町・足利ゆかりの古印
や落款をモチーフにした最中。
たっぷりの餡は厳選した北
海道十勝産の小豆をのみを
使用した人気の銘菓。

古印最中（5個入）・・・・・・・・・・682円
　　　　（7個入）・・・・・・・・・・945円

お菓子の工房めるしー

駐車場：ひろびろゆったり普通車266台／大型車40台

TEL0285-38-6631
http://www.kanpi-shimotsuke.co.jp
〒329-0431 栃木県下野市薬師寺41／FAX.0285-38-6632

下野市は、かんぴょう生産日本一！

※このチラシの掲載内容は3月15日時点での内容となります。ご活用いただいたチラシは資源ゴミ回収にお出してください。表示価格は「消費税込み」の価格です。2012.3.23
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●直売・物産施設：午前9時～午後6時（夏季：7月～9月は午後7時まで）
●創作レストラン源天：午前11時～午後10時
●下野の駅めし 一休：午前9時～午後10時
●休館日：第1・第3（水曜日）、1月1日、1月2日、1月3日

営
業
時
間

　

〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田1092
TEL.028-658-4468 FAX.028-658-4331
http://www4.ocn.ne.jp/̃yasuno/

　　　 癒しの隠れ家

〒321-0802 栃木県宇都宮市江野町5-9シノハラビル2F
【ご予約優先】TEL.028-634-4444 FAX.028-634-4445
http://www.tochinavi.net/spot/home/index.shtml?id=5309

　　　  毎日・新鮮な情報を発信

〒329-0403 栃木県下野市医大前3-1-1
TEL.0285-44-7637 FAX.0285-44-7648
http://www.usagiya-web.com/

トータル・ビューティアーティストを育む

〒321-0108 栃木県宇都宮市春日町16番4号
TEL.028-658-2793 FAX.028-658-2954
htthttp://ubisen.tochigi.com/

aacは広告のコンシェルジュです

総合広告代理店 株式会社 ー
〒321-0933 栃木県宇都宮簗瀬町2357
TEL.028-634-1249 FAX.028-635-5810
【ロゴパーク】http://www.logopark.jp

全室爽快レイク・ビュー！

〒321-1661 栃木県日光市中宮祠2478
TEL.0288-55-0223 FAX.0288-55-0226
http://www.sachinoko.co.jp/index.html

守り伝えし、宿心。

日光国立公園 川治温泉 
〒321-2611 栃木県日光市川治温泉川治22番地
TEL.0288-78-1126（代） FAX.0288-78-1300
http://www.yadoden.co.jp/

道の駅しもつけ●オープン1周年記念大創業祭 協賛企業

■広域ご案内図 ■北関東自動車道宇都宮上三川インターより車で16分

（デイリー）日光中禅寺温泉 幸の湖ホテル うさぎや株式会社（自治医大店） 宇都宮美容専門学校

赤字覚悟の大盤ぶるまい！
築地直送の鮪の赤身、大トロ、中トロ、ネギ
トロ、炙りをふんだんに使用した贅沢な丼
ぶりです。

築地直送！ 鮪尽くし丼
（味噌汁・香の物付）1,390円

当店で大人気のパン6種を、かわいらしい
サイズに焼き上げました。大創業祭のみの
限定販売です。

逢のミニPanセット（1袋/6個入）
【野沢菜おやき・メロンパン・クルミパン・塩パン・
 焼きカレーパン・食パン】500円

毎日20袋限定

毎日30セット限定

毎日10食限定

ショコラ風味のふっくらと焼き上げた皮に
マッチする豆乳クリームは、飽きのこない
やさしい味わいに仕上げました。

ショコラこうちゃん焼
（1パック）400円

旬の素材を中心に、その季節ならではの
食材と彩りをたっぷり詰めた特製弁当
です。桜を満喫しながら春の香りを感じて
ください。

お花見特製「しもつけ弁当」
（3人前/重箱入）1,680円

新商品の「ぷちどら」に1周年を記念して
“カンピくん焼印”をした限定セットをお届
けします。

ぷちどら天平お試しセット
（こし・抹茶・カスタード・チョコ・いちご/5種）

300円

渡部卓也 店長

＜人気メニュー＞
●塩の恵み（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120円
●メープルマーガリン（1本）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円

＜人気メニュー＞
●しもつけ丼（照り焼き・しお・ごま／味噌汁・香の物付）・・・・・・850円
●やんちゃ豚のロースカツ定食（味噌汁・香の物付）・・・・・・・1,180円

鈴木大輔 店長

＜人気メニュー＞
●タンメン（1杯）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500円
●もつ煮定食（1人前）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円

今、話題の塩こうじで漬込んだ鳥肉を、
サクサクの天ぷらに、塩こうじ風味のタル
タルソースを添えました。もちろん、野菜は
下野市産を使用しています。

タルタル鳥天丼（味噌汁・漬物付）
700円

須藤裕子

奥山紀美子

＜人気メニュー＞
●幕の内弁当（1折）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・530円
●12品目温野菜サラダ（1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円

＜人気メニュー＞
●生いちごミルク（シングル・カップ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各400円
●いちごソルベ（シングル・カップ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各300円

＜人気メニュー＞
●たこ焼き（甘口・中辛・辛口/各1パック）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・470円
●たい焼き（つぶあん・豆乳・クリーム入つぶあん/各1個）・・・・・・130円

礒充倫

大人気のカスタードと生クリームたっぷり
のとちおとめのミルフィーユ。大創業祭の
みの記念価格でご提供します。

田中 徹

＜人気メニュー＞
●いちご杏仁（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・380円
●いちごのタルト（1個）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420円

直径約15㎝・高さ約4㎝のBigなマカロン
の中には、チョコスポンジと生クリーム、
下野市産とちおとめを
贅沢にトッピング。

Bigマカロンサンド
（1個）380円

渡辺仁美 酒井和子

 
●焼き菓子お楽しみ袋（1袋）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記念価格1,000円

＜スペシャルサービス＞  
◯揚げおかき醤油 ◯無選別アーモンドあられ白醤油
　（お徳用1kg入）・・・・・・・・・・・・・・記念価格 各1,000円

＜スペシャルサービス＞

とちおとめのミルフィーユ
（1個）500円→記念価格400円

佐藤陽子

摘みたてのとちおとめを「生いちごミル
ク」の2倍使用。トッピングはもちろん、
コーンの中にも生いちごがたっぷり入った
プレミアムなジェラートです。

PREMIUM 生いちごミルク
（シングルのみ）500円

鮮やかな色、整った大粒、
甘味が強い「とちおとめ」
を特別価格で！！

河野哲也 店長

※写真はイメージです。

地元農家が丹誠込めて栽培した朝採り野
菜を中心に、新鮮で安全な農畜産物をご
提供します。（数量限定）

スペシャルお買得品！！

左 右

毎日10袋限定

本格フレンチ店が提供するオシャレな
スイーツ。パフェやタルトなど素材を生
かした逸品が色どりも多彩に、おいし
さもバラエティー豊かに揃います。

両日100箱限定
あす24日（土）・あさって25日（日）下野市産の大根・トマト・ほうれんそうほか、

旬野菜を豊富に揃えて特価大放出！！
下野市産の大根・トマト・ほうれんそうほか、
旬野菜を豊富に揃えて特価大放出！！

【花卉コーナー】
花壇苗・野菜苗も大量入荷中。
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