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「上田城跡公園」発南部クリーンパーク

会場
上田城跡公園
公園管理事務所前

上信越自動車道・上田菅平ICより約15分

JR・しなの鉄道
上田電鉄別所線

会場案内
【 車 で 】

【電車で】
〉上田駅より徒歩約12分

上田城跡公園
（公園管理事務所前）●主催／信州上田まつり実行委員会 ●お問い合わせ／上田観光コンベンション協会 TEL0268-23-5408
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飲食用テント ふるまい鍋

10:00~18:00
（4日は15：00まで）

10:00~15:00
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信州ラーメン四天王
食房・酒房 かぶらや
リストランテ ラ リチェルカ
味楽亭
上田からあげセンター
隠れ家 えん
手羽先番長Ⓡ

とり Dining SEASON
熱烈ホルモンぶぅ
食酒屋 るり家
イトーヨーカドー上田店
みみずくや
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信州ラーメン四天王
エスニックダイニング
バッカニア
リストランテ ラ リチェルカ
Mira　Crepe
キッチン ぷちらぱん
㈲岩田屋旅館 一貫茶屋
手羽先番長Ⓡ

とり Dining SEASON
熱烈ホルモンぶぅ
麺́ sどりあん
コラボ食堂
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ここ信州上田の地に

人気の地元飲食店オーナーシェフが大集合！

地元でしか味わえない自慢の逸品が目白押し。

様々なジャンルの秋の味覚が

贅沢に味わえる２日間！

美味だれを使用した新し
いスタイルのチキンバー
ガー。イタリアンシェフなら
ではの発想で創り上げた
至福の一品をお楽しみく
ださい。

美味だれチキンバーガー
リストランテ ラ リチェルカ

自家製バンズとジューシーチキンの
病みつきバーガー

信州ラーメン四天王が創
り上げた話題の「美味だれ
ラーメン」が再登場！上田
の伝統と四天王の創り上
げた斬新なラーメンが見
事にマッチします。

美味だれラーメン
信州ラーメン四天王

信州ラーメン四天王合作!!
美味だれラーメン!!

若者にも大人気！
テレビや雑誌にも多く登
場する人気店「るり家」の
美味だれ焼き鳥が今回
の祭にも堂々の登場！食
欲をそそるこの香りがた
まらない！

美味だれ焼き鳥
食酒屋 るり家

美味だれに愛され続ける
信州上田の味

独自配合の衣は冷めても
サクサク。美味だれとの相
性も良くムネ肉はジュー
シー。モモ肉は柔らかく味
がしっかりしています。是非
食べ比べてみてください。

美味だれから揚げ
上田からあげセンター

新鮮な国産鶏を使用し、
話題の熟成ダレにじっくり漬込み

甘みを加えていないスッキ
リとした美味だれは、炭火
焼肉に合わせて考えた代
物。上田の串焼が、実は豚
肉がほとんどで、美味だれ
と豚肉との相性が良いの
は承知のこと。炒めたキャ
ベツの上にバラカルビを
のせて、美味だれとの三重
奏をお楽しみあれ！

美味だれ 豚バラカルビ
熱烈ホルモンぶぅ

炭で炙った豚バラ肉と、
美味ダレの相性はバツグンだ～

やわらかいヒレ肉に美味
だれを挟み、トンカツにし
ました。じっくり味をしみ込
ませて、やわらかいパンで
挟み、他では味わえないオ
リジナルカツサンドに仕上
げました。特製美味だれ
ソースをかけてご賞味くだ
さい。

美味だれカツサンド
Mira Crepe × 味楽亭

美味だれカツサンドに
特製美味だれソースをかけて！

祭の定番といえばやっぱ
り焼きそば！というわけで
皆様の期待にお応えして
登場！
地元の食材と美味だれが
驚くほど美味しく仕上がっ
ています！

美味だれ焼きそば
隠れ家 えん

初登場「美味だれ焼きそば」
食べるべし、間違いなし！！

2010年春に発売した瞬
間、日本一の販売本数を
記録した伝説の美味だれ
焼き鳥。
焼き鳥に良く絡む独自の
「美味だれ」は、初心者に
も食べやすい仕様。
最近発売した「コク旨美
味だれ」も大好評!!

炭火焼焼鳥 美味だれ焼き鳥 美味だれ焼き鳥
イトーヨーカドー 上田店

日本一の販売本数を記録した
伝説の美味だれ焼き鳥!!

手作りの美味だれを、色々
な料理に活かしてみまし
た。焼き鳥はもちろん、ご飯
やパンにも合わせて召し
上がり下さい。焼き鳥はも
ちろん国産肉！お米は上田
産の新米。パンに挟んだ
キャベツも、もちろん地物
で目指せ！地産地消です。

美味だれおにぎり
美味だれパン

みみずくや

美味だれを上田の食文化として
全国に広めよう。

当店大人気！ぷちらぱん
自慢のオムライスがいよ
いよ出陣。今回は真田の
旗印をイメージしてオムラ
イスの上に六文銭をあし
らったオリジナルメニュー
です。

六文銭オムライス
キッチン ぷちらぱん

当店人気の
ふわっとろ～オムライス

数々のドラマの撮影に使われる趣
ある店内で食される、知る人ぞ知
る人気裏メニュー。当店自慢の
手打ち蕎麦を良質の油でじっ
くり香ばしく揚げ、信州産の
野菜、キノコ、豚肉が入った
コクのある｢あん｣をたっぷりと
まとわせた一品です。県内外の
方々に、ぜひとも召し上がっていた
だきたい逸品に仕上げてございます。

信州あんかけ揚げ蕎麦
㈲岩田屋旅館 一貫茶屋

老舗郷土料理屋の斬新な味、
召し上がれ!!

麺は杉坂製麺の細麺を
蒸し上げたあと炒め、スー
プは鶏・豚骨・野菜で仕
込み、具は豚肉・魚介・信
州きのこと野菜をたっぷり
入れ、やさしく片栗粉で閉
じ込めました。まずはその
ままで食べて頂き、ふた口
目からは、からし酢をかけ
お召上がり下さい。

あんかけ焼きそば
麺’sどりあん

上田のナイトスポット袋町の夜食を
からし酢で召し上がれ。

炭焼きでザクザク食感に
したバケットに、特製アリ
オリソースをたっぷり塗
り、地元上田の野菜、自家
製スモークサーモンやス
モークチキンをどっさり挟
んだバケットサンドです。
食べ応え十分！

デパートクラブハウスサンド
コラボ食堂（ジョウショウデパート）

ザクザクなバケットサンドで
お腹満足！

長野県産豚肉のスペアリ
ブを２日間じっくり煮込み、
さらに美味だれに漬け込
み焼き上げた一品。骨付き
スペアリブをワイルドに頬
張れ！

長野県産スペアリブの美味だれ風味
リストランテ ラ リチェルカ

やわらかジューシーなスペアリブを
ニンニク醤油風味に仕上げた一品を
ワイルドに召し上がれ！

信州上田で100年の歴史
を持つ味噌蔵「原商店」
の信州イゲタ味噌を使用
した唐揚げ。
鶏肉との相性も良く、香り
高い上田産の味噌唐揚
げをぜひご賞味ください。

とりの信州味噌唐揚げ
エスニックダイニング バッカニア

信州味噌で味付けをした
上田特産の味噌唐揚げ

昔ながらの製法をもとに
信州ラーメン四天王らし
い和風だしのスープと自
家製麺、その上には信州
上田地元野菜をふんだん
に使ったオリジナルラー
メンが完成。信州ラーメン
四天王が、今年はこのタン
メンで勝負に挑みます。

信州上田地元野菜のタンメン
信州ラーメン四天王

信州上田の野菜を使った
四天王オリジナルラーメン

上田のＢ級グルメとしてテ
レビにも取り上げられてい
る当店人気メニュー｢イ
モッカリ｣！細長く、カリッと
揚げたサツマイモを、3種
類のソースでお楽しみく
ださい。

イモッカリ
ダイニングカフェ アニバーサリー

アニバーサリー大人気の
イモッカリ！！

じっくり２時間ボイルした
チャーシューと菅平産レタ
スをたっぷりご飯の上に
乗せ、特製の中華風美味
だれをかけました。ボ
リュームたっぷり！自慢の
一品をぜひご賞味下さい。

チャーシュー

叉焼飯
四川や

中華風美味だれが決めてです！

特製のタレに漬け込んだ
豚肉を、炭火で炙り、焼肉
にしてトルティーヤで包み
ました。味の決め手は、み
そマヨと上田産のリンゴ
で作った甘いペースト!!ガ
ブリと口にすれば、誰もが
分かる至極の旨さ。片手
で食べられるのも嬉しい
ポイント。

ぶぅ特製・トルティーア
熱烈ホルモン ぶぅ

新発見!!味のコラボレーション

全粒粉を使用した香ばし
いクレープ生地に、じっく
りローストした御牧高原
ポークを挟みました。ここ
でしか味わえないオリジ
ナルソースと共に、出来
立てのクレープを是非お
試しください。

信州御牧高原ポークのローストクレープ
Mira Crepe

グラハム生地にじっくり
ローストした豚肉をサンド

信州福味鶏「美味だれ丼」
手羽先番長Ⓡ とりDining SEASON

一鶏入魂！売切御免！「番長渾身の力作」
1日限定500食！
信州上田発！B級グルメの進化形！？

不眠不休で作り上げた
「秘伝のたれ」。信州の大
自然の中で、のびのび
育った「信州福味鶏」。
そして微妙な番長直伝の
「焼き加減」。もはや余計
な説明は不要。新たな伝
説がここから始まり、貴方
はその生き証人になれる
はず！ 
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協力：

美味だれ焼き鳥
手羽先番長Ⓡ とりDining SEASON

一鶏入魂！備長炭炭火焼
1日限定500食
信州上田発祥の味！信州福味鶏

美味だれ串カツ
食房・酒房 かぶらや

サクッと揚がった串カツを
リンゴの効いた美味だれで！

信州上田の美味だれを合
わせてみたら美味しかっ
たまかないからの一品。地
元産リンゴのサッパリとし
た甘さと、匂いが気になる
方も召し上がりやすいよう
匂いを抑えたにんにくが、ト
ンカツとよく合います。今回
は食べやすい串カツにて
ご提供いたします。

手羽先番長を代表する一品！全国各
地のイベント・物産展で大人気！1
時間以上待つ行列になることも
…ただの焼き鳥と思うなかれ、
数多くの経験の中で日々進
化し続け、今もなお進化中。手
羽先番長の「美味だれ」＋のび
のび育った「信州福味鶏」の最強
タッグ！これぞ！手羽先番長の「美味
だれ焼き鳥」と言わせてみせます！

信州上田名物「美味だれ焼き鳥」が

注目されている現在、

地域に慣れ親しんだ味が様々な姿に変化して

多くの人々の心を掴んでます。

その新たな美味だれメニューが大集合！！
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