
お名前：

お名前：

ご希望景品： お引き取り店：

ご住所：

ご連絡先電話番号：

ご希望景品名： 店舗ロゴ：前・後ろ

【色（いずれかに○を）】　黒　　白　　青　　赤　　緑 【サイズ（いずれかに○を）】　XS　S　M　L　XL

お引き取りご希望店（変更は不可です。）：

※切り取って最終スタンプ獲得店に提出してください。

オアシス店

オアシス店とはイベント企画応援店で、対象店のうちいずれか

1店舗のスタンプを獲得していただければOKです。

（★オアシス店の詳細はWEB で）

■オアシス店：お好み焼き桃谷 てんぐ、讃岐うどん 四八

　グリーンカレー専門店メティ天満店、熟成うどん なかや、　宮崎郷土料理 どぎゃん

Tシャツその他景品に交換される際は、達成店にてこのスタンプシートをご注文時にスタッフにお渡しください。

お店への提出期限が平成 26 年 8月 31 日（日）迄です。締切にご注意ください。

大阪好っきゃ麺 2014 大阪・燃える夏の陣



★　協賛　★
株式会社 マルナカ

山長商店株式会社

福島鰹株式会社

有限会社 い志だ屋

日本製粉株式会社

キリンビール株式会社

ダスキン勝山

株式会社ダイフィル

飯坂製粉株式会社

さくらライス株式会社

ライスファーム

京都鰹節株式会社

ミネヤ食品工業株式会社

有限会社 徳島屋

・麺屋 棣鄂

 - 有限会社 瑞穂食品工業

インフィニティ

株式会社 山本そば製粉

201４
大阪 ・

燃える夏の陣

第 3回

平成 26年 6月 1日（日）～　8月 31 日（日）受付締切
■　参加店舗 （15ブランド 15 店舗・順不同）　■

パスタ
●生パスタのお店「いたり家」
大阪府大阪市北区梅田 1-2-2
大阪駅前第２ビル B2F-67-1 号
電話番号：06-6344-0211
定休日 ：無休
営業時間：平日 11：00 ～
22：30（L.O 22:00）
土日祝 11:00 ～ 21：30（L.O21：00）

うどん
●うどん　うばら
大阪府大阪市天王寺区東高津町 9-19
電話番号：06-6764-3157
定休日 ：日・祝・第３土曜日
営業時間：AM11：30 ～
PM2：30（L.O PM2:00）
PM5:30 ～ PM8：30（L.O PM8：00）

うどん
●讃岐麺屋　あうん
大阪市東住吉区駒川 5-15-3
電話番号：06-6607-0111
定休日 ：火曜日
営業時間：11:30 ～ 14:30
18:00 ～ 21:30(L.O :21:00)

ラーメン
●島田製麺食堂
大阪府豊中市宝山町 23-11
電話番号：06-6855-1122
定休日 ：月曜日の夜の部
（昼は通常営業 11：00 ～ 15：00）
営業時間：お昼：11：00 ～ 15：00
　　　　　夜：18：00 ～ 23：00

うどん
●手打ちうどん　千代
大阪府東大阪市鴻池町 2-2-2
電話番号：090-5659-5836
定休日 ：木曜日（祝日の場合は営業）
営業時間：お昼：11 時～ 14 時 30 分
　　　　　夜：17 時～ 22 時

ちゃん
ぽん

●菜々家（ナナヤ）
大阪市東成区玉津 1-3-10
電話番：070 5672 1684
定休日 ：日、祝日
営業時間：お昼：11 時 30 分～ 14 時
　　　　　夜：18 時～ 24 時

ラーメン
●西天満 麺乃家
大阪府大阪市北区西天満 5-13-4
電話番号：06-6315-0011
定休日 ：日曜日
営業時間：月～金： 11:30 ～ 22:00
　　　　　土、祝： 11:30 ～ 15:00

うどん
●麺匠　やしま
大阪府守口市八雲東町 1-7-2
電話番号：06-6901-9484
定休日 ：月曜日（祝日の場合は翌日）
営業時間：11:00 ～ 22:00
　　　　　(L.O 21:30)

ラーメン
●麺創 麺魂（メンソウ メンタマ）
大阪府吹田市垂水町 3-24-14 
グリーンコーポ江坂第 2   118 号
電話番号：06-6330-5527
定休日 ：無し。
※正月、G.W、盆は臨時休業あり。
営業時間：11：00 ～ 23：00 （L.O）

ラーメン
●麺屋彩々なんば店
大阪市浪速区難波中 1-12-13
電話番号：06-6636-5353
定休日 ：不定休 ( ほぼ休みなし )
営業時間：11:30 ～ 14:30
　　　　　18:30 ～ 21:30

ラーメン
●麺ゃ　しき
〒570-0082 守口市豊秀町 2-1-3
電話番号：06-7174-0625
定休日 ：月曜午後、火曜日
平日：午前 11:30 ～ 14:00 L.O
　　　午後 18:00 ～ 21:00 L.O
土 . 日 . 祝　午前 11:30 ～ 15:00L.O
午後 18:00 ～ 21:00 L.O

ラーメン
●がちんこらーめん道 柊
大阪府貝塚市脇浜 4-4-8
電話番号：0724-32-8082
定休日 ：無休
営業時間：11:00 ～ 15:00 
　　　　　18:00 ～ 24:00

うどん
●利乃利（りのり）
〒578-0972　東大阪市鴻池町 2-1-21
電話番号：06-6746-9872
定休日 ：毎週火曜日
（祝日の場合は開店する場合もあり）
営業時間：11 時～ 21 時
　　　　　（20：40 L.O.）

うどん
●釜あげうどん　楽
大阪市西成区玉出西 1-5-13
電話番号：06-6661-8577
定休日 ：月曜日
営業時間：お昼：11：30 ～ 14：30
　　　　　夜：17：30 ～ 20：30

やきそば
●お好み焼き研究所 海や（かいや）
大阪市西成区岸里 3-5-7
電話番号：06-6659-8155
定休日 ：月曜日
※好っきゃ麺開催期間中は金・土・
日のみ 12：00-14：00 も営業致し
ます。
営業時間：17：00 ～ 23：30 L.O

■メルマガ会員募集中です！

メルマガ会員に登録されますと、大阪好っきゃ麺からのお知らせや参加各店からのお得情報、限定・イベント情報など

が配信されます。ご登録は簡単！右のQRコードを読んで、表示されるアドレス宛に空メールを送信するだけです♪　

※迷惑メール対策をされている方は、「taisyouken.jp」からのメールを受け取れるよう設定をお願いいたします。
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