
新型コロナウイルス
感染症対策について

※新型コロナウイルス感染状況により、中止または内容変更となる場合があります。 ※ご来場の際は体調をご確認の上、マスク着用でお越しください。 ※37.5℃以上の発熱や体調がすぐれない場合は来
場をご遠慮ください。 ※会場内に検温機器、消毒液を設置し、運営スタッフはフェイスガード及びマスク着用で対応します。 ※混雑時は入場規制を行う場合があります。 ※会場に駐車場はありません。
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詳しくは ながのエールフェスタ2020 検索

https://www.nagano-cvb.or.jp/yellfesta/お問い合わせ ● 長野市観光振興課  TEL：026-224-8316（平日／8:30～17:15）
● （公財）ながの観光コンベンションビューロー  TEL：026-223-6050（平日／8:45～17:30）

スタンプラリー参加＆
アンケートに参加で

プレゼントが盛り沢山！

アンケートに参加で、市内のそば店等で使用できる

500円
クーポン券
プレゼント

先着
会場内３つのブースでお買い物された方に

復興リンゴ
そば茶をプレゼント！

or各日先着

700名

※クーポン券は設定数に達し次第終了となります。（利用期限：令和２年11月７日～令和３年１月31日）提供：日穀製粉株式会社

ながのエールフェスタ
２０２０

会場：セントラルスクゥエア
202011/7SAT11:00-18:00 11/8SUN11:00-15:00

利用店舗（店舗にて記載） チケット利用日（店舗にて記載）

令和 月年 日

No. 000000

発行：（公財）ながの観光コンベンションビューロー／長野市商工課観光部観光振興課

500円
割引クーポン

令和２年11月７日～
令和３年１月31日まで

使用可能期間

ながのエールフェスタ2020

新そばと食の市ながの市

全国高校生そば打ち選手権大会
（通称：そば打ち甲子園）団体戦で

敢 闘 賞 受 賞 3 回を誇る長 野 吉 田
高校戸隠分校そば部による、そば
打ちデモンストレーション。今回は
特 別 に池 森さんとのコラボレー
ションも！！

YouTubeチャンネル「tekitouの食堂探訪」は、登録者
数2.8万人を数える長野在住のYouTuber 。今回
YouTubeチャンネル「信州戸隠 池森そば 赤坂店」を開
設した池森さんとtekitouさんが「新そばと食の市」に
てコラボ！信州の新そばを二人で存分に味わいます。

池森秀一さん（DEENボーカル）×
tekitouさん（長野在住YouTuber)

～輝く初冬の参道 祈りの光～
Brightening the winter days with hope

信州そばのルーツがわかる

池森秀一さん（DEENボーカル）×長野吉田高校戸隠分校そば部

蕎麦クイズ

表参道イルミネーション
オープニングセレモニー（点灯式）
11/7SAT

11/7SAT 8SUN

11/7SAT

池森秀一さん（DEENボーカル）によるオープニングトーク

11/7SAT 12:30-14:00-

そば好きで有名な
DEENのボーカル

池森さんがやってくる！

「蕎麦ってどうしてながの市の名物な
の？」「ボッチ盛りのボッチって何？」な
ど、“蕎麦”にまつわる“なぜ”“どうして”
がわかるクイズ大会。

歴史が紡いだ「美」を、未来へつなぐ、音と光の共演。
今年もいよいよはじまります。

●16：20…松橋朋潤ミニコンサート
●17：00…オープニングセレモニー開式

ゆめママキッチン
×そばアレンジレシピ

11/7SAT 8SUN

子育て中のママたちが営
む家庭料理の店「ゆめマ
マキッチン」による、そばの
アレンジ料理をお届けし
ます。（数量限定で試食） ▲代表 大口知子さん▲代表 大口知子さん
 現在、テレビ信州「ゆうがたGet!」料理コーナーレギュラー出演中

食べ歩き動画の様子は後日公開

池森秀一さん（DEENボーカル） 長野吉田高校戸隠分校そば部

×

タイアップ動画企画
【 tekitou 】【 tekitou 】

そば打ちデモンストレーション



新そばと食の市 出店一覧

クーポン登録店一覧

「新そばと食の市」内のブースでお買い物いただくと、１ブースでのお買い物１回につき
スタンプを１つ押印します。金額に下限はありません。
スタンプを３つ集めると各日先着700名様に「復興りんごまたはそば茶」をプレゼント！
本部テントにてスタンプ台紙と引き換えます。

右のQRコードまたは会場でお配りしているアンケートにご参加いただくと、先着順で市内のそば店等で
使用できる500円クーポンをプレゼント！（クーポン利用期限：令和２年11月７日～令和３年１月31日）

スタンプ① スタンプ② スタンプ③

※出店社、販売品目は変更になる場合があります。

蕎麦ダイニング音菜
信陽食品

新そば各種（冷:ざる、くるみ、すだち、ごま坦々、アサリトマト）（温:かけ、カレー南蛮、豚辛、ジビエ）
おいなりさん（2ケ）、
そばチップス、揚げそば、そばの実かりんとう、そば茶ティーパックほか

戸隠蕎麦 山故郷（やまざと）

信州ガレット振興会

まるたけ

信州おやき協議会

もんもカフェ

北ながの酒トレイル・プロジェクト

すや亀

根元 八幡屋礒五郎

戸隠観光協会

ゆめママキッチン

やま茶屋

PRブース

新そば（冷・温）各種、天ぷら（えび＆舞茸）

ガレット（信州ジビエ、信州ベーコンと卵、リンゴのコンポート）

そばの実ぜんざい、魚屋のサンドイッチ、そば粉入りニラせんべい、あさりの卵焼き

おやき、ジビエおやき

ジンギスカン ※数量限定でジビエ肉も提供

北信地域17蔵の地酒

焼きむすびセット・豚汁、味噌、味噌菓子、しょうゆ豆、甘酒など

赤カレー、七味缶、ゆず缶、七味ガラムマサラ缶、一味缶

半生そば、乾そば、戸隠エコバック

そばいなり他、そばのアレンジ料理（試食限定）

きのこそばの実雑炊、そばひんのべ、山きのこ、チーズケーキ、ねぎ鶏

観光PR

出店社 販売品目

戸隠そば 山口屋
岩戸屋
たんぼ そば店
手打ち蕎麦 戸隠堂
湧水仕込 そば処 千成
そば処 たからや
大久保西の茶屋  戸隠本店
おびなた工場直売店
蕎麦処 そばの実
戸隠そば博物館とんくるりん

TEL.026-254-2351
TEL.026-254-2038
TEL.026-254-2261
TEL.026-254-2129
TEL.026-254-2889
TEL.026-254-2270
TEL.026-254-2266
TEL.026-254-2028
TEL.026-254-2102
TEL.026-254-3773

蕎麦切茶房 戸隠日和
鏡池どんぐりハウス
戸隠蕎麦 山故郷 TOiGO店
尾張屋そば店
丸八たきや
門前そば ももとせ
創業文政十年 門前そば藤木庵
北野家本店
太田屋 助右衛門
今村そば本店

TEL.026-254-2707
TEL.026-254-3719
TEL.026-234-8030
TEL.026-232-5347
TEL.026-232-4424
TEL.026-262-1510
TEL.026-232-2531
TEL.026-232-2492
TEL.026-232-6348
TEL.026-232-3518

丸新食堂
そば処 やぶ西後町店
佐々木そば店
そば処 戸隠
大久保西の茶屋  長野駅前店
蕎麦ダイニング音菜
cafe dolette(カフェドレッタ）
クレープリー・レ・クロシェット
豊誠堂製菓
たんぽぽ
南屋製菓店

TEL.026-232-2986
TEL.026-234-1401
TEL.026-226-7154
TEL.026-223-1907
TEL.026-228-7377
TEL.026-217-2888
TEL.026-217-1427
TEL.026-477-2814
TEL.026-241-5981
TEL.026-229-2948
TEL.026-232-7218

※クーポンはイベント会場では使用できません。  
※クーポンは設定数に達し次第終了となります。　※クーポンは会場出口付近アンケートブースにて引き換えます。

各日先着

700名

スタンプを3つ集めると各日先着700名様に
復興りんご　そば茶をプレゼント！or

アンケートに回答すると500円クーポンプレゼント ！ アンケートは
こちらから

今すぐ
アクセス!

QRコード


