
前売り券 600円×4枚=2,400円
当 日 券 700円×4枚=2,800円

ディスカバリーチケット利用のご案内

ディスカバリーチケット

5月24日水・25日木

特別メニュー提供 600円の金券
（お釣りはでません）

5月26日金 6月1日木

2017年5月24日水25日木

●マップ掲載店舗にてチケット1枚（複数枚必要な店も
あり）と交換に、各店が自慢の一品、またはサービ
スを提供致します。
●共に楽しむために、譲り合ってお店を移動してく
ださい。（混雑時は30分以内でお願いします。）

●1冊のチケットを複数のお客様でご利用いただい
ても結構です。
●チケットは、いかなる場合も払い戻し（換金）致し
ませんので、あらかじめご了承ください。
●店舗によって、対応できる日時が異なりますので
ご注意ください。（対応時間はガイドマップ店舗情報の
「イベント時間」を参照。）

守山市駅前総合案内所・あまが池プラザで販売致
します。チケットのご予約はホームページ専用予約
フォーム、または下記までお問合せください。

ほたるとともにキラリと輝く

守山のお店を開拓しよう！

当日メニューは
ホームページをご参照ください。

http://www.moriyamahotaru.com

チケットの
ご予約
お問合せ 株式会社みらいもりやま21

TEL 077-514-8321
E-mail info@moriyama21.jp   

守山商工会議所
TEL 077-582-2425
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8
こんなお店があったんだ！初来店のお客様から頂くお言葉
です。閑静な住宅街にありながら、店内に一歩足を踏み入
れるとまるで異国に来たような感覚です。
当日メニュー「ダッチベイビー（単品）各種」

電話番号 077-514-0730 イベント時間 10:00～17:00
通常営業時間 10:00～17:00 定休日 月曜日
http://www.noriaki.jp/noriaki_shop/cafe/cafe_index.html
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創業50年の洋食専門店。デミグラスソースやカレー、近江牛
ハンバーグ等手作りにこだわってます。ほたるパーク＆ウォー
ク期間中、ほたるのもーりーおむらいす登場。
当日メニュー「もーりーおむらいすorカツおむらいす」

電話番号 077-582-3158 イベント時間 11:00～21:00
通常営業時間 10:00-20:00（ラストオーダー） 定休日 月曜日
http://www.kashitora.com/

雫家 勝部四丁目3-11 マイリーアン1階

創作和風パスタとデザートの専門店。一度食べるとくせになる
パスタがたくさんあります。
ほたる特別デザートセット(1枚)雫家セットとお好きなパスタ(2
枚)　をご提供。お茶タイムももちろん営業中です。

電話番号 077-582-7052
イベント時間 14:00～21:00
通常営業時間 11:30～21:00 定休日 無休
http://www.rin-style.co.jp

多国籍鉄板屋台 モンカジ 勝部四丁目3-11 マイリーアン1階

滋賀県では珍しいケバブが食べられるお店です。他にもベトナ
ムラーメンフォーやタイ風やきとりなどの多国籍料理を日本人
向けに食べやすく提供してます。当日はケバブ屋台を店頭にて
行います。
当日メニュー「チキンケバブのトルティーヤ巻き＆１ドリンク」

電話番号 077-599-1147 イベント時間 18:00～24:00 
通常営業時間 17:30～24:00
定休日 月曜日

trattoria nell トラットリアネル 勝部四丁目1088Bu-Bu-Buビル1階

旬の野菜を色々使ったイタリアン。キッシュをはじめ、日替
りで多種多彩なアラカルトがたのしめます。
当日メニュー「前菜のミニもり合せ（限定20食）&１drink」

電話番号 050-3767-0733 イベント時間 19:00～22:00
通常営業時間 17:30-22:00（L.O.）  定休日 日曜日
http://nelltree.com/

鶏料理　笑い屋 勝部四丁目1088Bu-Bu-Buビル１階

今年オープンしたばかりの笑い屋。滋賀の養鶏場から毎
日届く新鮮な朝引き鶏を使用。無煙ロースターで香ばしく
焼き上げる鶏焼肉が大好評。ぜひご来店ください。
特別セット（1300円相当）をチケット１枚で提供！

電話番号 077-599-5865 イベント時間 18:00～23:00
通常営業時間 18:00～24:00 定休日 不定休

美容室シルバークロック 勝部四丁目1088Bu-Bu-Buビル2階

0120-468-969シルバークロックまでご予約ください。
１枚シャンプー、２枚お子様カット、３枚学生カット、４枚一
般カットでご利用いただけます。

電話番号 0120-468-969  イベント時間 10:00～20:00
通常営業時間 10:00～20:00 定休日 月曜日

焼肉いこい 勝部四丁目1090-1Bu-Bu-Buプラス1階

厳選したお肉と契約農家から仕入れた農薬未使用米、自然
菜園野菜などをリーズナブルなお値段でお楽しみ頂けます。
飲み放題付きのお得な宴会コース（五千円～）始めました。
当日メニュー「塩タン&１ドリンク」
 
電話番号 077-583-9938 イベント時間 17:00-21:00
通常営業時間 11:30-14:00 17:00-22:00

火まつり交流館　Café Ponte 勝部二丁目12-18

勝部にある「インドアジアダイニング」の２号店が駅徒歩
1分の場所に昨年よりオープン！
当日メニュー「7種類から選べるカレー＆ナン＆サラダ
（最高1100円相当）」

電話番号 077-585-9955 イベント時間 11:00～22:00
通常営業時間 11:00～22:00 定休日 なし

ラーメン伍光 梅田町10-2

今宿四丁目1-30

オシャレな店内でいただく鶏白湯ラーメンが人気の伍光が、
2017年4月よりリニューアル！大人気「ぶんごや」のからあげ
はもちろんテイクアウト可！ほたるイベントはお昼の人気メ
ニュー「炒飯セット」をチケットで。

（一期一会のおもてなし）　吟味した新鮮な素材、味とサー
ビスの向上に日々 心がけ、是非皆さまのご予約・ご来店をお
待ち申し上げております。
◎バス送迎無料 ※先着40名様まで毎年開店直後（17時
台）に終了しています。お早目にお越しください。
当日は写真の特別メニューと１ドリンクを提供。

電話番号 077-582-2023
イベント時間 17:00～21:00
通常営業時間 11:30～21:00 定休日 水曜日

守山四丁目で皆様にご愛顧いただいていた「ポンテ」が
勝部自治会運営に生まれ変わりました。小さなお子様を
お連れになるなら、ここ！駐車場、キッズスペース、最大80
名の貸切部屋（要予約）完備。お気軽にお問い合わせを。
当日メニュー「ソフトドリンク&クレープ」

電話番号 077-583-7738 イベント時間 10:00～17:00
通常営業時間 10:00～17:00 定休日 土日祝

電話番号 077-514-1118 イベント時間 11:30～15:00
通常営業時間 11:30～15:00 定休日 土日祝

守山にある【三福】では"本物"の博多豚骨ラーメンを麺人
が作る！大量の頭骨、背骨、ゲンコツを丁寧に下処理し、大
型寸胴にて丸３日間炊き上げる。博多から取り寄せる特注
麺は替玉率バリ高でスープの旨さを物語る。
当日メニュー「黒ラーメン」

銀座通りをまっすぐ歩くと、つきあたりにある守山市民ホール
に面する店ハナカフェは太陽の木漏れ日を浴びる明るいお
店です。創作料理もたくさんあり毎日心を込めお客様に提供
しています。おススメカプチーノを是非！
当日メニュー「ケーキSet」

和風建築の美と日本庭園の静寂につつまれた
施設の中で、ゆっくりと癒される時間を過ごして
いただけます。どこか懐かしさを感じる本格日帰り天然
温泉です。
チケット1枚で入館できます。（通常850円）

電話番号 077-581-0329 イベント時間 18:00-21:30
通常営業時間 11:00～14:00 18:00-21:30 定休日 不定休
http://mifuku-329.jimdo.com/

びわ湖の近くの小さな家という意味で「湖庵」という店
名です。お客様のお住いに次いで「第二の居心地の良
い場所としてご愛顧いただくこと」を目指しております。
どうぞお気軽にご来店ください。
当日メニュー「ドーナツ&ソフトアイス」

守山市役所の近くで39年前から営業しています。昔懐か
しい雰囲気のカフェ＆パブです。昼は手作りのおいしい
ランチ、夜は美味しいお酒が楽しめますよ。お気軽にお
入り下さい。
当日メニュー「ドリンク＋つまみ3品＋カラオケ」

電話番号 077-581-3757
イベント時間  9:00～11:00 14:00～17:00
通常営業時間 9:00～17:00 定休日 日曜日

インドアジアダイニングサンタ 梅田町2-1-1 セルバ守山１階

中国料理 ポピー 浮気町300-15グランドメゾン守山1階

当店人気の坦々麺を当日は、金券1枚で召し上がって頂け
ます。自家製 胡麻醤の風味とラー油の香りを楽しんで召し上
がって下さい。

電話番号 077-582-2925
イベント時間 11:30～14:00 17:30～21:00
通常営業時間 11:30～14:00 17:30～21:30 定休日 火曜日
http://www.eonet.ne.jp/~poppy/index.htm

和DININGしゅん 浮気町341-2

守山駅徒歩3分！全席掘り炬燵の隠れ家風天ぷら居酒屋。
天ぷら単品150円～アラカルトメニュー。地酒も豊富にご用
意。冠婚葬祭最大25名の宴会可能。さらにママ友ランチに
接待ランチと用途に応じて使い勝手◎。
当日メニュー「近江野菜のかき揚げ&生ビール」

電話番号 077-582-3195 イベント時間 18:00～23:00
通常営業時間 11:30～14:00 18:00～24:00 定休日 不定休　

bou langerie Kupu（クプ）勝部四丁目1090－1Bu-Bu-Buプラス1階
人気のKupu食パン、店主こだわりのハード系、バラエ
ティー豊かなデニッシュ系、惣菜系など多数ご用意し
ています。今回、チケット１枚で当店の看板商品「Kupu
食パン」を１本丸ごと提供させて頂きます。（先着20名
様）

電話番号 077-583-5565 イベント時間 8:00～19:00
通常営業時間 8:00～19:00 定休日 火曜・第４月曜日

続・天家碗家 勝部四丁目1090－1Bu-Bu-Buプラス2階

ニューハーフシェフが作る料理です。今回はロースト
ビーフとビールorソフトドリンクor焼酎。他、フードメ
ニュー多数あります。
お料理とお酒と楽しいトーク。ぜひご来店下さいませ。

電話番号 080-4646-0037
イベント時間 18:00～22:15（L.O.）
通常営業時間 18:00～23:00（22:15L.O.）
 定休日 月曜日

BAR 撫羅吽（ぶらん） 浮気町341-2

季節のフルーツを使ったオリジナルカクテルをはじめ
様々なアルコールからノンアルコールカクテルまで幅広
く取り揃えております。一枚板の重厚なカウンターで
ゆったりとした時間をお過ごし下さい。
当日メニュー「ギネスビールorフレッシュフルーツカクテ
ル&自家製スモーク」
電話番号 077-582-3195 イベント時間 20:00～26:00
通常営業時間 20:00～26:00（平日）　18:00～26:00（土日祝）
定休日 火曜日

提供されるお得な特別メニューは
一部を除いて
5月24日・25日限定メニューです！
この機会をお見逃しなく！

参加各店で

P&W期間中ずっと使えます！

P&W期間中ずっと使えます！

café湖庵

Café je Jardin（カフェ・ジュ・ジャルダン）

吉身三丁目11-43守山商工会議所1F

電話番号 077-582-0115 イベント時間 9:00～18:00
通常営業時間 9:00～18：00
定休日 年中無休（年末年始・盆を除く）

豚骨と鶏ガラスープの屋台味を是非ご賞味下さい。（店前に
駐車場あり）
当日はチケット1枚で人気のラーメン並（700円）を提供しま
す。

電話番号 077-583-7073 イベント時間 11:00～20:00
通常営業時間 11:00～20：00 定休日 火曜日

博多豚骨ラーメン三福

"独得の炭火焙煎珈琲"の店です。昔ながらのペーパード
リップ一杯だてで、心を込めてお淹れしています。ケーキ皿
のアートが、ご好評を得ています。
チケット1枚で「フレンチプレスコーヒー&ケーキ（4種
から）」（写真）

電話番号 077-582-1262
イベント時間  10:00-17:00（24.25定休日のため、26金曜開催）
通常営業時間 10:00～17:00 定休日 水曜日・第２第４木曜日

昔ながらの味を大切に季節のお菓子を作っている老
舗のお餅屋さんです。フルーツ大福がおすすめです。
ギャラリーでは、企画展や陶芸・草木染・着物リメイクの
服など展示・販売をしております。
当日メニュー「お菓子とお茶セット」

電話番号 077-582-2378 イベント時間 11:00～17:00
通常営業時間 10:00～18:00 定休日 営業日 木・金・17日

築180年の古民家ダイニング。全国でも珍しい去勢鶏が
食べられるお店。古の守山宿に思いを馳せ、自慢の鶏料
理に舌づつみ。2階はコミュニティサロンとして、地域の皆
様にご利用いただいております。
当日は「マグロのさんが焼きとサーモンの南蛮揚げ」

ワンちゃんのマッサージのお店です。ワンちゃんの状態や
性格、お悩みに応じて施術しています。
チケット１枚で、身体をポカポカ温める「小豆カイロ」をご提
供（限定）orドッグマッサージお試し体験！

P&W期間中ずっと使えます！

P&W期間中ずっと使えます！

電話番号 090-8212-9407 イベント時間 10:00～20:00
通常営業時間 10:00～18:00 定休日 不定休
http://www.ququru.com/

電話番号 077-583-3073
イベント時間  10:00～14:00 17:00～23:00
通常営業時間 10:00～14:00 17:00～23:00
定休日 不定休

思い出多い、この守山銀座の地で
皆様と蛍を楽しむのも今年で最後
となりました。今までの感謝の気持
ちを、たくさんのありがとうに込めて。。当日はハッピー蛍
人Tシャツをチケット１枚でご提供致します。

電話番号 077-582-3159 イベント時間 10:00～20:00
通常営業時間 10:00～20:00 定休日 月曜日
http://www.tetsujin.jp/

肉を知りつくしたお肉屋さんのスペシャルブレンドハン
バーグと50種のドリンクをご用意し皆さんのお越しをお
待ちしております。
当日メニュー「お肉屋さんのふわふわハンバーグ＋
drink１杯」

電話番号 077-583-6099
イベント時間 18:00～24:00（L.O.23:30）
通常営業時間 18:00～24:00 定休日 月曜日

WABARA café 勝部一丁目13-1 あまが池プラザ101

守山にある、ローズファームケイジのオリジナルローズ
「和ばら」をテーマにしたカフェです。ワンオーダーにつき
１本の和ばらをプレゼント。スイーツ・ドリンクは
TAKEOUTもしていただけます。
当日メニュー「オリジナルスイーツ&ドリンク」

電話番号 077-596-3070 イベント時間 10:00～20:00
通常営業時間 10:00～20:00 定休日 火曜日・第２水曜日
http://rosefarm-keiji.net/

くいしん坊 梅田町10-2

コース＋飲み放題90分3000円（税別）要予約。その他
一品メニューも豊富に取り揃えております。
当日メニュー「関西ブタorネギ焼ブタorそば飯ブタor焼
そばブタ&ソフトドリンク」または「広島焼きブタ（単品）」

電話番号 077-581-8009
イベント時間 18:00～21:00
通常営業時間 11:30～14:00 17:00～23:00
定休日 不定休

沖縄料理 あしび 梅田町6-40

島唄の流れるゆったりのんびりした雰囲気で沖縄から
仕入れる食材と豊富な泡盛が自慢のお店です。
当日メニュー「沖縄ソバとシークヮーサー酎ハイかシー
クヮーサージュース」　※写真はイメージです。

電話番号 077-583-6066
イベント時間 12:00～14:00 17:30～21:00
通常営業時間 12:00～14:00 17:30～21:00
定休日 火曜日

居酒屋　多縁 梅田町2-1-1 セルバ守山2階

セルバ守山２Fで隠れ家のような居酒屋。毎日数種類の
おばんざいをはじめ、季節のお料理をご用意していま
す。ぜひ一度お越し下さい。
当日メニュー「ワンドリンク（生中）と４種類のおばんざい
1プレート」

電話番号 077-582-0281 イベント時間 17:00～22:00
通常営業時間 17:00～23:00 定休日 日祝日

食堂MADANIS 勝部一丁目13-1-102

ヨーロッパの気さくな食堂をお手本に昼夜問わず、セットメ
ニューがあります。夜は川沿いのテラス席からホタルが見える
かも！？店内35席テラス席10席あります。18時以降はアラカル
トメニュー20種～が登場。
「１枚でタパス盛&ドリンク・２枚でマルゲリータ&２ドリンク」

電話番号 077-583-3006 イベント時間 18:00～22:00
通常営業時間 11:00～15:00 18:00～22:00
 定休日 月曜日

チカ守山 チカカフェ 梅田町2-1-1 セルバ守山B1階

守山駅徒歩1分、セルバ守山地下１階にあるチカ守山チ
カカフェ。チカ守山は３周年ご来店者数50万人を突
破！！そんなチカカフェでは①守山トマトのオムライス（サ
ラダ付き）②ソーセージ&外国ビール（１杯）をご提供しま
す。

電話番号 077-514-1244
イベント時間 10:00～22:00（L.O21:30）
通常営業時間 10:00～22:00(L.O21:30) 定休日 なし
http://chika-moriyama.com/

おいしいものが食べてみたい。作ってみたい。こんな思いは
誰もが経験したことがあると思います。そんな思いを大切にし
て、ケーキを作っています。
当日メニュー「お楽しみセット（７５０円相当）」

26日（金）のみ

25日（木）のみ

24日（水）のみ

25日（木）のみ

25日（木）のみ 完全予約制

JOY HOUSE（ジョイハウス）

創業天保年間。リニューアルした当店には大型店には
ないおもしろい商品がいっぱい！今年は子供から大人
まで人気のドクターイエローやN７００系新幹線などの
お箸やスプ－ンからアンティークな雑貨まで取り揃えて
ます。当日メニュー「ドクターイエロー新幹線のお箸＋
ディズニープチタオル」

忍ぶ庵カフェ 守山一丁目10-2

町屋で味わう老舗そばとこだわりコーヒーの和カフェ！蔵の
小さな扉を開けると、そこには木の温もりが感じられる優し
い空間。ヘルシーなお食事、スイーツ・コーヒーで癒しのひと
ときをお過ごし下さい。
当日メニュー「忍ぶ庵ロール＆ドリンク」

電話番号 077-583-0082 イベント時間 11:00～17:00
通常営業時間 11:00～17:30
定休日 火曜日

プラモデル各種（ヒコウキ・単車・ガンダム・ミニ四駆）ピス
トル・工具・カラー・花火・イベント用おもちゃなど取り
扱っています。休日にプラモデル作ってみませんか。ミニ
四駆大会も毎月開催しています。
当日メニュー「玩具、花火」

創業より約1世紀。皆様のご愛顧に心より感謝致します。
木々の緑と広 と々した池を臨む空間で伝統と新しい味の
調和した日本料理をお楽しみ下さい。（当日はひょっとし
たら前の川でホタルが見られるかも！？）

電話番号 077-582-2242 イベント時間 17:00～21:00
通常営業時間 11:30～22:00（入館は20時まで）
定休日 不定休
http://www.uowa.net/

cafe&roasting 米安珈琲 守山一丁目11-12

当時名物お婆さんの営む駄菓子屋として子供達のコミュ
ニティだった“コメヤス”。その地に常時15種のスペシャル
ティーコーヒーと、自家製ドイツウィーン菓子のマリアージュ
を楽しむカフェがスタート。
当日メニュー「限定ブレンド＆スイーツ」

電話番号 077-535-6369 イベント時間 10:00～18:00
通常営業時間 10:00～18:00 定休日 金曜日
www.facebook.com/comeyasu.coffee

マルサ呉服店 梅田町3-6

創業1877年。和の小物、きもの便利グッズ、きものお困
り事相談、きもの専門クリーニングなど、初めての方から
気軽にお立寄りいただけるお店です。『こんなこと聞いて
もいいのかな？』があれば、ぜひご来店ください。
当日メニュー「30種の和手拭いからお好きな柄1枚＆
団扇」
電話番号 077-582-2005 イベント時間 10:00～19:00
通常営業時間 9:30～18:30
定休日 水曜日

BAR セイコー 梅田町4-25 ニューメトロビル202

最近、お肉足りてますか？ティーボーンステーキやハン
バーグなどが売りのレストランバーです。皆様のお越しを
お待ちしております。
当日はチケットで宮崎県産若鶏のフライドチキン＆生
ビールorチューハイ各種

電話番号 077-583-5959 イベント時間 18:00-23:00
通常営業時間 18:00-25:00 定休日 日曜日

フランス北西部ブルターニュ地方の郷土料理"ガレット"
が食べる事のできるお店です。国産そば粉１００％で作
る生地に卵やチーズ、ハム等をトッピングして食べるお
かずクレープ♪美容食ですよ♪
当日メニュー「テイクアウト専用ガレットロール&ドリンク」

電話番号 077-599-1935 イベント時間 10:30～17:00
通常営業時間 10:00～18:00 定休日 不定休

無国籍食堂ブルーダイナー 勝部六丁目4-37

浮気町29-7

守山駅東側の翌3:00まであいてる、隠れ家的食堂ブ
ルーダイナー。お得な飲み放題プランなど、各種パーティ
にも対応いたします。皆様のお越しをお待ちいたしてお
ります。
当日メニュー「自家製タルタルのチキン南蛮&お好きなド
リンク」

電話番号 090-6554-2409 イベント時間 17:00～翌3:00
通常営業時間 17:00～翌3:00 定休日 火曜日

Krampouz（クランプーズ）

ピッツァ発祥の地イタリア・ナポリの製法にこだわるナポ
リピッツァ専門店。店内の大きな薪窯で一気に焼き上げ
るピッツァは外はさっくり、中はもっちりとした食感で小
麦粉の香ばしさが口いっぱいに広がります。
当日メニュー「選べるナポリピッツァ２ピース&ドリンク」

電話番号 077-583-7099
イベント時間 11:00～14:00 18:00～21:00
通常営業時間 11:00～15:00 18:00～22:00
 定休日 火曜日

勝部五丁目6-23SOLARE（ソラーレ）

本格アジア料理店です♪辛さが選べる本場カレーや、石
窯で焼くフワもちの大きなナンでリピーター様続出！7種類
から選べるカレー＆ナン＆サラダ（最高1100円相当）を、
当日はなんとチケット1枚（600円）でご提供！！

理想の場所という名のフレンチレストラン。「今日の一番美味し
い」をコース料理でお楽しみ下さい。
当日はチケット一枚でハンバーグランチ（1000円相当）二枚で
お魚のランチコース（2000円相当）を提供！！

電話番号 077-516-6550
イベント時間 11:00～14:00（L.O）※数量限定なくなり次第終了
通常営業時間 11:00～15:00 18:00～22:00
定休日 月曜日

ヘアークラブアドゥマンSHY（シャイ） 梅田町2-1セルバ1階

たくさんのお客様に大好評のこだわりの沖縄北大東の天
然月桃を使ったＳＰＡやシェービングをはじめ、岩盤浴など
癒しメニューも充実。セミブース型サロンでリフレッシュ♪月
曜日営業でラッキー♡

電話番号 077-582-1253
イベント時間 10:00～17:00（予約優先制につきご予約お願い
　　　　　　します。ＰＷ期間中のご利用大歓迎！）
通常営業時間 10:00～20:00（予約優先制）
定休日 火曜日、第２・３水曜日
http://www.hairworld-japan.com/

ATELIER Yú（アトリエ ユウ） 梅田町2-1セルバ1階

トータルビューティーケアサロン。眉・ネイル・メイク・ヘア
ＴＰＯに合わせたコーディネートをアドバイス！大人気天
然月桃エステは透明感を実感！
チケットで月桃ハンドケアお得に体験出来ます♡

電話番号 077-582-1261
イベント時間 10:00～17:00（予約優先制につきご予約お願い
　　　　　　します。ＰＷ期間中のご利用大歓迎！）
通常営業時間 10:00～20:00（予約優先制）
定休日 月・火曜日
http://www.hairworld-japan.com/

ヘアークラブアドゥマンTSUJI（ツヂ） 守山三丁目24-15

一般社団法人『日本シェーブマイスター協会』認定サロ
ン。シェーブマイスターのこだわりの技術と天然月桃オイ
ルとジェルで今までにないシェービングを味わってみま
せんか？チケットで月桃スペシャルシェービングを！

電話番号 077-582-3722
イベント時間 10:00～17:00（予約優先制）
通常営業時間 平日9:00～19:00
　　　　　　 土日祝8:30～18:30（予約優先制）
定休日 月曜日、第２・３火曜日
http://www.hairworld-japan.com/

我東 勝部四丁目3-20

T-マファッソンあらため我東として2017年2月に開店。
より独自性を追求し、オリジナルスイーツを提案する菓
子店。
当日は看板商品である我楽16ヶ入りをチケット１枚と
交換させていただきます。（1080円相当）

電話番号 077-581-1621 イベント時間 10:00～18:00
通常営業時間 10:00～18:00 定休日 水曜日
http://www.t-mafacon.com/

鶴屋吉正・ギャラリー美秀

25日（木）のみ
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