
し～麺vsし～1グランプリ投票方法

し～1とは？志免町グルメの事たもん！

志免町商工会
マスコットキャラクター
“しめたもん”

商工まつり会場～志免町文化祭会場間を無料シャトルバス運行

●し～麺vsし～１グランプリ提供料理の購入には食券が必要です。（現金では購入できません） ●食券1枚でグランプリ参加店の料理1食と交換できます。
●1杯の量は通常のハーフサイズで提供いたします。 ●食券の払い戻しはできませんのでご注意ください。

グランプリ当日10時から販売される投票券付食券をご購入ください。
食券販売所：商工まつり内グランプリ本部/食券価格：600円（食券2枚＋投票券1枚付き）

売り切れ次第終了に
なります。ご了承下さい。主催／志免町商工会 TEL092ー935ー1337 後援／志免町

スタンプラリー
ガラポン抽選会開催

豪華賞品
が当たる!!

その他、素敵な商品が当たる！

志免町文化祭会場（本部）
でスタンプを押して、
商工まつり会場（本部）
にてガラポンを引くと
豪華賞品が当たる！！
（数に限りがあります
のでご了承ください）

文化祭会場
でスタンプを
もらってね！

HPアドレス／http://shimeshoko.jimdo.com
会場場所／志免町大字志免451-1

志免町役場

志免
中央小

竪坑櫓
シーメイト

イオン
モール
福岡

志免町
文化祭会場

商工まつり会場

あなたの投票で決まるグルメグランプリ!商工まつり特別企画

11月6日（日）10時より会場にて食券販売開始（300円×2枚綴り、投票券1枚付き）
商工まつり会場（志免町総合福祉施設シーメイト）売り切れ次第終了お早めにお買い求めください。

日 時
場 所

パトカーと
消防車が
来るよ！
（10時から1

2時まで）

2016
11/6●
10：00～16：00

日

志免町総合福祉施設シーメイト
商工まつり会場

※駐車場に限りがありますので公共の交通機関をご利用ください
志免町文化祭同時開催

司 会
深瀬 智聖
ふか   せ       ち   せい

KBCラジオ『PAO～N』
KBCラジオ
『ミュージックライダー』
KAB熊本朝日放送
『駅前TVサタブラ』

志免町グルメ食事券
5,000円分
3,000円分
1,000円分

★

★

★

★

1本
1本
3本 投票方法：商工まつり内グランプリ本部にある投票箱に投票券をお入れください。

スペシャルゲスト❶
BudLaB（バドラブ）
九州発アイドルグループ
「LinQ」(リンク)と同事務所に
在籍!!アイドル、モデル、タレン
トを目指す女の子が集められ
たグループ☆元気いっぱいの
ステージをお届けします!!

陽香＆
The Super Traffic Jams

当店人気のもつ鍋。
ほとんどのお客様が〆に
頼まれるチャンポンです。

居酒屋 石田食堂
住所：志免町志免東2-1-10
電話：936-3117

もつちゃんぽん

イザカヤイシダショクドウ2

本店こだわりの生地とオリ
ジナルソースのぶた玉！
是非ともご賞味ください！！

お好み焼 はる
住所：志免町東公園台2-7-14
電話：937-0544

お好み焼
（ぶた玉）

オコノミヤキハル8

創業50周年。数ある商品
の中でお客様から一番愛
されている一品です！

八仙閣
住所：志免町大字南里36-1
電話：935-7030

酢豚

ハッセンカク4

冷えてもやわらかい唐揚
げを実現してます。
飽きがこない味に仕上げ
てますので、ぜひ一度お召
し上がりください！！

やわらかいまごころ唐揚げ「一凛」
住所：志免町南里7-7-20
電話：936-8595

唐揚げ

ヤワラカイマゴコロカラアゲイチリン9

5年連続5回目の出場
なぜかカレーも売れ筋で
す。

ａｌ Ｌｕｐｏ！
住所：志免町南里1-8-27
電話：936-5139

トロトロ牛スジ
カレー

アルルーポ1

大阪新世界名物串カツ
二度漬け禁止ばい！！

串カツ屋 真心
住所：志免町南里2-5-30
電話：935-4857

串カツ

クシカツヤシンシン12

志免町で味にこだわり44
年！！100％当店オリジナル
のやきそばソースを使い、
アツアツの鉄板で一気に
焼き上げる。

焼そば とん平
住所：志免町南里2-18-8
電話：935-7685

とん平の焼そば

トンペイ11

福岡ジビエ猪肉をじっくり煮
こんで作り上げたミートソー
スとパスタの下にクリーム
ソースをそえて、２種類の味
をお楽しみいただけます。

ＴＯＲＡＴＴＯＲＩＡ ＣＡＲＩＭＥＲＯ
住所：福岡市中央区薬院2-11-24-106
電話：724-0304

福岡ジビエのミートソーススパゲティー
（クリームソース仕立て）

トラットリアカリメロ10

焼き鳥やさんのまかない
豚バラ肉うどん。
美味しいかも～

YAKITORI 善
住所：宇美町宇美6-6-12
電話：933-7133

まかない肉うどん

ヤキトリゼン15

にんにくを使用しない、自家製の
漬けダレに24時間以上漬けこみ、
揚げ方にもこだわった唐揚げは絶
品★衣はサクサクッ、中はジュー
シーで、クセになる美味しさ♪

ＨＡＫＡＴＡとよ唐亭
志免店：志免町志免東2-1-6
トライアル空港店：志免町別府2-17-15
志免店：937-0346
トライアル空港店：935-3993

げんこつからあげ

ハカタトヨカラテイ3

手羽先はコラーゲンの宝庫です！表
面はパリッとちょうどいい塩味で、噛
めばジューシーな手羽先は、ダシか
ら調理法までしめ手羽で誕生し、守り
続けている変わらぬ美味しさです。

しめ手羽
住所：志免町志免東2-8-14
電話：410-2500

手羽先

シメテバ13

名古屋風にカリット良く揚げた手羽先にたっちゃ
ん自慢の甘ダレをた～っぷりとしみこませた一品
です。たっぷりとしみこんだ甘ダレとブラックペッ
パーの相性バツグンです。※ブラックペッパーが
いらない方は甘ダレだけでお召し上がり下さい。

居食家 たっちゃん
住所：志免町南里3-4-38
　　  TENプラザ2Ｆ

名古屋風
手羽先

イショクヤタッチャン5

挽肉をたっぷり使いコトコト煮込んだこだわ
りのキーマカレーです。生クリームを使いマ
イルドに仕上げどなたにも美味しくお召し
上がり頂けます。また季節の温野菜のトッピ
ングもアクセントとして相性抜群です。

Ｎｉｎｏ ｃａｆｅ
住所：志免町南里4-1-16コモドパラッツォ重登101
電話：936-8234

温野菜
キーマカレー

ニノカフェ6

シンプル イズ ベスト！

ダイニングバー Ａ ＤＲＥＡＭ
住所：宇美町光正寺1-3-51
電話：934-0401

ザ☆焼き飯

ダイニングバーエードリーム14

店で１番人気のメニューで
す。
初出店ですのでお手柔ら
かにお願いします。

ゑびす izakaya
住所：志免町東公園台1-3-19
電話：936-6553

うにのクリーム
ソースパスタ

エビスイザカヤ7

スペシャルゲスト❷

ヒーリング効果を持つと言われてい
る「1/F揺らぎ声」を持つHaruka
（Vo）メロディメイカーの変人ギタリ
ストYa'mangelo（Gt）の2人からな
るユニット「陽香＆The Super Traffic 
Jams」通称ハルトラ。

おひとり様1回限り



ステージイベントは調整中ですので
変更または中止となる場合があります。
ステージイベントは調整中ですので
変更または中止となる場合があります。

県 道 9 1 号 線

なかよしパーク

商工まつり会場～志免町文化祭会場間を
無料シャトルバス 運行
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駐車場

会 場 敷 地 内 案 内 図

ステージイベントスケジュール

出 店 者 一 覧

し～麺vsし～1グランプリ参加店一覧

志免町総合福祉施設
シーメイト本館

旧志免鉱業所
竪坑櫓

シャトルバス
バス停

館内飲食禁止

福祉巡回
バス停

多目的広場

（16時30分まで）
（16時30分まで）

志免町文化祭

町民広場・志免中央小学校
（16時まで）

グラウンド

商工まつり会場
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一般駐車場 有

駐車場

会 場 内 は 禁 煙 で す
たばこを吸われる方は喫煙所でお願いします

※ 出品内容は変更になる場合がございます。また、商品に限り
があります。あらかじめご了承ください。

・カレーライス・ソフトクリーム
・からあげ・ポテト

10：00 開会式
10：05 護身術空手道　流水会
10：25 志免清龍隊
10：45 S-STYLE
11：00 BudLaB
11：30 Hibiscus　
11：45 ELLY KIDS DANCE
12：00 餅まき
12：15 志免南小学校吹奏楽部

12：45 陽香 & The Super Traffic Jams
13：30 志免中学校太鼓部　
14：00 Montre Cheers
14：15 Hibiscus
14：30 PL福岡第一MBA　 
14：50 BudLaB
15：20 志免飛龍太鼓
15：45 し～麺vsし～1グランプリ　表彰式
15：50 閉会式・餅まき

駐車場出入口 2
駐車場出入口 1

平成28年 商工まつり 魅力の品々が大集合!! 魅力の品々が大集合!! 

食事用テント

シーメイト本館

しー麺 vs しー1

八仙閣❶ 志免町社会福祉協議会❷ お茶の渡辺茶舗                             ❸ 株式会社ミヤハラ包装❹

茨木ふとん店❺ 放課後等デイサービス　はっぴーりーふ❻ お肉の田中屋❼ NPO法人レイズサポート net❽

サロンベルジョア❾ 公益財団法人志免町シルバー人材センター10 食協・料飲店組合11 田中商店12

アーリーモーニング13 アトリエフラワーキッチン14 きりん整骨はりきゅう院15 しめ寿し16

日産プリンス福岡販売株式会社　志免店17 ダスキン志免18 Ｍクリエーション 19 夢大地20

カレーショップＬ－Ａ21 やおき屋22 花ののぐち23 志免町商工会女性部 24

志免町商工会青年部25 志免町商工会工業部会 26

・生花・花鉢・花用装飾小物

・お茶・乾物・雑貨・果物 ・芋かりんとう

・輪投げ

・やきとり・お好み焼・かき氷
・たこ焼

・焼とうもろこし・焼いか
・チラシ寿し・お茶

・石焼芋

・鉢物・切花・クレイ作品
・リメイク缶作品（多肉よせ植など）

・布団・雑貨・カブト虫幼虫
・駄菓子・フリーマーケット

・肉まん・唐あげ・ゴマ団子

・ポップコーン・フリーマーケット

・赤い羽根共同募金活動
・情報コーナー・ぬりえコーナー

・消毒液

・自動車展示

・寿司類・おはぎ・デザート

・スポンジ・洗剤・綿菓子
・タロット占い

・コーヒー・しょうが湯・パン
・健康食品

・野菜・果物

・豚汁・綿菓子・ポップコーン
・ごはん・饅頭・お茶類

・カレーライス

・唐揚げ・焼そば・フライドポテ
ト・おにぎり

・スタミナカツ・ワッフルウインナー・
手羽餃子・レンタカー案内
・綿菓子

・リユース衣料・手作り小物
・駄菓子・飲物

・ミニパンセット・ランチパンセ
ット・石炭あんぱん

・ダンボールクラフト

本 部

スタンプ受付

※ シーメイトは休館です（館内施設の利用はできません）

駐輪場

なかよし
パーク

パトカー・消防車両
（10時から12時まで）

パトカーと
消防車が
くるよ!
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❶ し-❶ し-❷ し-❸ し-❹

し-❺ し-❻ し-❼

し-❽ し-❾ し-10

し-11 し-12 し-13

し-14

し-15

❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ 10 11 12 13 14 15 16

24

17 18 19 20 21 22 23

25 26

し-❶ al Lupo !
し-❹ 八仙閣
し-❼ ゑびす izakaya
し-10 TORATTORIA CARIMERO
し-13 しめ手羽

し-❷ 石田食堂
し-❺ 居食家たっちゃん
し-❽ お好み焼 はる
し-11 焼そば とん平
し-14

し-❸ HAKATA とよ唐亭
し-❻ Nino cafe
し-❾

し-12 串カツ屋  真心
し-15 YAKITORI 善

しー麺vsしー1
グランプリ本部
（食券販売）

しー麺vsしー1
グランプリ本部
（食券販売）

やわらかいまごころ
唐揚げ一凛

ダイニングバー 
A DREAM


