
お手数ですが、
切手を
貼って郵便
ポストに投函
してください。 ホクト

のきのこ
ご自宅のやきそばのおいしさをUP!

野菜果実と香辛料の工夫で
いつもの焼そばを美味しく減塩。

札幌市中央区北1条東4丁目8-8 大竹ビル2階
株式会社ブレナイ社内

受取人

専用応募ハガキ

北海道ご当地焼そばラリー 行

0 006 0 13

※応募に関する個人情報は景品発送に関することのみに使用いたします。

〒　　　　－

－　　　　　　　　　－

フリガナ

男・女 　年齢　　　　歳

ご 住 所

ご 氏 名

電話番号

北海道ご当地焼そばラリーに参加して一番印象に残ったことをお書き添えください。
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主催：北海道ご当地焼そば連携プロジェクト実行委員会　 協賛：アサヒビール株式会社・オタフクソース株式会社・ホクト株式会社

店舗情報は2019年12月現在のものであり、定休日が変更になることもありますので、事前に電話確認されることをおすすめします。
また営業日・営業時間・ラストオーダーに関しても事前にお問い合わせくださいませ。

2019年12月24日　 ～2020年6月30日火
当日消印有効（応募締切）2020年 7月1日 水

HOKKAIDO YAKISOBAHOKKAIDO YAKISOBA
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地焼そばを食べて賞品
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北海道
ご当地
焼そば
ラリー
2020

開催
期間

焼そ
ば王国北海道

今年は2つ増えて
全10ご当地焼そばが

参加!

アツアツ焼そばで
寒さをふきとばせ!

開発型から
昔からのソウルフードも

あるよ!

火

ラストオーダーは
各店にTELして
要確認!

ブナシメジは石づきを切り、マイタケとともに小房に
分ける。豚肉とマイタケを和えて5分ほど置いておく。
キャベツはざく切り、玉ねぎはくし形に切る。
中華めんをフライパンで乾焼きしたら、一度取り出し
ておく。 
フライパンにサラダ油を入れ中火にし、豚肉を入れたら
塩・こしょうをして炒める。 
きのこ・玉ねぎ・キャベツ・もやしの順に加えて炒めたら、
中華めんを戻して添付のソースを入れて味を調える。 
皿に盛り、紅しょうがを添える。
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〈材料 4人分〉 〈作り方〉
マイタケ･･･････････････
ブナシメジ･････････････
もやし･････････････････
キャベツ･･････････････
玉ねぎ･･･････････････
豚こま切れ肉･･･････････
サラダ油･････････････
中華めん（添付ソース含む）･･･
塩････････････････････
こしょう････････････････
紅しょうが･･････････････

100ｇ
200ｇ
1袋 
1/8玉
1/2個
160g
大さじ2
4玉
適量
適量
30g

食物繊
維が

豊富

疲労回復美肌効果

きのこを入れることで食感も変わり、
よく噛むことで満足感も出るので
食べ過ぎの防止にも!

塩分30％オフ 200g

北海道は
焼そば王国だった

芽室あんかけ焼きそば芽室

オホーツク干貝柱あんかけ焼きそばオホーツク

オホーツク北見塩やきそば北見

苫小牧やきそば苫小牧 NEW
ひだかチャーメン日高 NEW

苫小牧ホッキやきそば苫小牧

登別閻魔やきそば登別

北海道ジンギスカン焼そば北海道

旭川しょうゆ焼きそば旭川

北海道は
ソースより

あんかけが人気!

高校生の開
発した

やきそばが
登場!!

冬道の運転
お気をつけください



北海道ご当地焼そばラリーパスポート

登別
閻魔やきそば

開催
期間

年　　　月　　　日

北海道
ジンギスカン
焼そば

年　　　月　　　日

旭川
しょうゆ焼きそば

年　　　月　　　日

苫小牧
やきそば

年　　　月　　　日

苫小牧
ホッキやきそば

年　　　月　　　日

芽室
あんかけ焼きそば

年　　　月　　　日

オホーツク
干貝柱あんかけ
焼きそば

年　　　月　　　日

オホーツク北見
塩やきそば

年　　　月　　　日

ひだか
チャーメン

年　　　月　　　日

2019年12月24日　 ～2020年6月30日火
当日消印有効（応募締切）2020年 7月1日 水

火

北海道のご当地焼そばは
麦チェン! 北海道を応援しています

スタンプラリー参加店舗一覧
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参加店舗でご当地焼そばを食べると「ご当地焼そばラリーパスポート」にシール
を貼付してもらえます。切手を貼付の上、応募ください。抽選で下記景品をプレ
ゼントいたします。※シール2枚以上でご応募いただけます。※応募はお一人様
一口とさせていただきます。

※応募者多数の場合は厳正なる抽選を行い、発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

実施方法

開催期間

応募条件

メーカー賞（応募者全員の中から抽選でプレゼント）

● 全エリア制覇／  3名／JCBギフトカード（10,000円分）
● 5エリア制覇 ／  5名／3地域の特産品詰め合わせ
● 3エリア制覇 ／10名／2地域の特産品詰め合わせ
● 2エリア制覇 ／20名／1地域の特産品
● メーカー賞（応募者全員の中から抽選）／15名／アサヒビール・オタフクソース・ホクトいずれかの賞品

〈アサヒビール賞〉 〈オタフクソース賞〉 〈ホクト賞〉

2019年12月24日（火）～2020年6月30日（火）
応募締切 2020年7月1日（水）当日消印有効

登別閻魔やきそば
せんべい

日本醤油工業
本格つゆ・風雪カムイ
（500ml）２本セット

（株）ホテルニュー王子
（グランドホテルニュー王子）
特製ハスカップジャム

・焼そばソース300g
・塩焼そばソース300g

・お好み焼こだわりセット4人前
・お好みソース300ｇ

鉄板焼セット

肉の山本（千歳ラム工房）
ジンギスカン焼そば
3食セット

オホーツク塩サイダー

〈主催〉北海道ご当地焼そば連携プロジェクト実行委員会
 〈お問い合わせ〉〒060-0031札幌市中央区北1条東4丁目8-8大竹ビル2階
株式会社ブレナイ社内 ご当地焼そばラリー事務局　TEL／011-231-1713　FAX／011-231-1714

※賞品は選べませんのでご了承ください。
※写真はイメージです。

店舗情報は2019年12月現在のものであり、定休日が変更になることもありますので、事前に電話確認されること
をおすすめします。また営業日・営業時間・ラストオーダーに関しても事前にお問い合わせくださいませ。 北海道ジンギスカン焼そば

ビヤケラー札幌開拓使

松尾ジンギスカン本店

はこだてビール

居酒屋 すなを

本家てんてん

アサヒビール園白石
はまなす館

道の駅ウトナイ湖
ラポ・ラポラ食堂
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No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間

旭川しょうゆ焼きそば

粉もんず 2条昭和通店

粉もんず 豊岡本店

大雪地ビール館

旬肉と旬菜 とはち

とり丸亭

めん丸

居酒屋ちょうちん旭川

ZOOキッチン CoCoLo
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No.
旭川市2条通6丁目エンドレス2・6 1階
TEL 0166-25-8211

平日17：30～24：00  土曜17：00～24：00
日・祝17：00～23：00

月曜日
※祝日の場合営業、
　翌日休

旭川市豊岡4条8丁目2-27
TEL 0166-34-3832

平日11：30～15：00  17：00～23：00
土日祝11：30～23：00

月曜日
※祝日の場合営業、
　翌日休

旭川市宮下通11丁目1604番地の1
TEL 0166-25-0400

11:30～22:00
※焼きそば販売時間は17:00～22:00

年末年始
※予約で入場不可の
　場合あり

旭川市5条通9丁目旭川59レンガビルディングＢ1階
TEL 0166-29-2918

11：00～14：30　17：30～22：00
※焼きそば販売時間は11：00～14：30

日曜日・祝日

旭川市永山4条10丁目1-17
TEL 0166-47-8869

平日11：30～14：00  17：00～20：30
土・日・祝11：30～20：30

月曜日
※イベント出店時も休み

旭川市川端町7条10丁目 ウェスタン川端店内
TEL 0166-55-0765

11：30～20：00
（月曜日は16：00まで）

無休

旭川市4条通6丁目右10号
TEL 0166-22-7788

月～木 17:00～翌3:00
金・土 17:00～翌5:00 

日曜日
※祝日の場合営業、翌日休
12月31日～1月1日

旭川市東旭川町倉沼 旭山動物園内 正門横
TEL 0166-74-7261

夏期9：30～16：00
冬期10：30～15：00

旭山動物園に
準ずる

店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間

オホーツク北見塩やきそば
北海道の食文化であるジンギスカンと焼そばを融合したB級グルメ。

旭川産米粉と道産小麦を配合した麺と地元のしょうゆダレを使用した地産地消焼きそば。

生産量日本一の玉ねぎ、地元のホタテで作る北海道を代表する地産地消やきそば。

ファミリーレストラン エフ

ビリーザキッド

ホテル黒部 シェルブルー

居酒屋中華はっちゃき

ホテルパコジュニア北見
レストラン 北美月

無国籍料理とお酒
TONAKAI

北見ピアソンホテル
瀋陽飯店

カジュアルレストラン 
マルシェ

オホーツク 
ビアファクトリー
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No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間
北見市留辺蘂町旭西220-4
TEL 0157-42-4574

11：00～20：30 水曜日

水曜日11：00～21：00北見市北進町7丁目5-12
TEL 0157-23-6510
北見市高栄西町9丁目4-11
TEL 0157-61-0585

11：00～22：00 火曜日

不定休19：00～翌4：00北見市北4条西2丁目16
TEL 0157-57-3746
北見市山下町2丁目2番2号
TEL 0157-23-6300

11：30～22：00 年末年始

年末年始11：00～20：00北見市北7条西1丁目
TEL 0157-23-2251
北見市大通東2丁目ホテルパコジュニア2階
TEL 0157-23-8512

11：30～14：30
18：00～21：30

日曜日・祝日
年末年始等

北見市山下町1丁目1-12
TEL 0157-23-2722

17：30～23：30 月曜日

年末年始11：30～14：30
17：00～21：00

北見市北3条西3丁目6 北見ピアソンホテル1階
TEL 0157-25-1145

札幌市中央区北2条東4丁目 サッポロファクトリー内レンガ館1階
TEL 050-3469-8922

11：00～22：00 12月31日
※ほか不定休あり

12月31日～
1月1日

11：30～21：30札幌市白石区南郷通4丁目南1-1
TEL 050-3313-3311
滝川市明神町3-5-12
TEL 0125-22-2989

11：00～22：00
※平日ランチのみの提供

12月31日～
1月1日
水曜日11：00～15：00

17：00～21：30
函館市大手町5-22
TEL 0138-23-8000
苫小牧市植苗156-30
TEL 0144-58-3310

11：00～14：00 年末年始

札幌市西区西町南6-1-1 西友西町店1階フードコート内
TEL 011-662-6227

10：30～20：00 無休

旭川市永山2条20丁目1-5
TEL 0166-76-4470

20：00～翌2：00 木曜日

苫小牧市港町2丁目2-5 ぷらっとみなと市場内
TEL ０１４４‒３８‒２８８８

4月～12月 7：00～16：00　1月～3月 9：00～16：00
（水曜日は11：00～14：00）

不定休

苫小牧市明野新町2-23-32
TEL 0144-57-5768

10：30～24：00
（日・祝11：00～23：00）

不定休

苫小牧市拓勇東町４-１８-３７
TEL 0144-55-5988

11：00～22：00
（日・月は21：00まで）

不定休

リトルアンジェラ

アンジェラ エスト
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No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間

苫小牧ホッキやきそば
水揚げ日本一のホッキ貝を使用。ペペロンチーノ味のやきそばにカレーをかけて2種類の味を楽しめる。

旭川

ひだか海の幸チャーメン＆
ひだかチャーメンセット

日高

苫小牧

・ほっき節しょうゆプレミアム
・ママに選んでほしいだしパック

芽室コーンサイダー

芽室

オホーツク三大醤

北海道ジンギスカン焼そば 検索

ひだかチャーメン

中華料理 大龍

みついし昆布温泉 蔵三

天然温泉 ホテルローレル

静内エクリプスホテル

ラーメン飯店 輝鞽KEN

新冠温泉レ・コードの湯

1
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No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間
地元の魚介類・野菜を使用したあんをかけた日高のソウルフード。

日高郡新ひだか町静内吉野町1-2-20
TEL 0146-42-0961

平日11：00～14：30 17：00～22：00
（日曜日は21：00まで）

月曜日

無休11：00～14：30
16：30～20：00

日高郡新ひだか町三石鳧舞162
TEL 0146-34-2300
日高郡新ひだか町静内本町1-1-1
TEL 0146-42-7211

11：00～14：30
17：00～21：00

無休11：30～14：30
17：00～21：00

日高郡新ひだか町静内吉野町３丁目１-１
TEL 0146-43-3811
日高郡新ひだか町静内駒場9-35
TEL 0146-43-3040

11：00～15：30
17：00～23：30

火曜日

新冠郡新冠町字西泊津１６-３
TEL 0146-47-2100

平日11：00～14：00 17：00～20：00 
土日祝11：00～20：00

無休

ひだかチャーメン 検索

芽室あんかけ焼きそば

和食と焼肉 すず喜、

焼肉 KAGURA

レストラン HIRO

いちぜん 小料理店

ファミリーとんかつの店あかずきん
〈宴会時のみ提供（要予約）〉

カフェダイニング 
アンジェラ
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No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間
芽室産小麦１００％の特製中太麺と、芽室が作付面積全道一位のゴボウを具材に使ったあんかけ焼きそば。

河西郡芽室町西1条1丁目５番地
TEL 0155-61-3370

11：30～14：00
17：00～22：30

水曜日

河西郡芽室町東2条1丁目1番地7
TEL 0155-62-8929

11：30～14：00
17：30～21：00

水曜日
※祝日の場合営業

河西郡芽室町本通2丁目8番地1
TEL 0155-67-6400

11：00～14：00
17：00～20：30

日曜日

河西郡芽室町東1条4丁目7番地1
TEL 0155-62-6230

17：00～21：30 不定休

河西郡芽室町東2条2丁目4番地
TEL 0155-62-2139

11：00～21：00 月曜日

芽室あんかけ焼きそば 検索

オホーツク北見塩やきそば 検索

苫小牧やきそば
地域活性化につなげようと苫小牧総合経済高校マーケティング部が考案した地元グルメ。
東胆振産の食材、ほっき節を使用。

楽食中華 飛燕

苫小牧温泉 ほのか

呑菜 とんとことん

ココトマカフェ

広島お好み焼き 鉄板

定食 大将

味の鉄砲

マルトマ食堂

中国料理 蓬萊

ごはん家・居酒家
とまり季

甚べい本店
※他市内9店舗も焼そばラリー開催中
　（本パンフレットは本店のみ設置）

らーめん・ぎょうざ
福助

TEA&FOODS
ダンディライオン
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No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間
苫小牧市ときわ町1-14-12
TEL 0144-77-2787

11：00～14：30
17：00～21：00

月曜日
※祝日の場合営業、
　翌日休

無休9：00～24：00苫小牧市糸井124-1
TEL 0144-76-1126

水曜日17：30～23：00苫小牧市糸井149-79
TEL 0144-71-5885
苫小牧市日吉町2-5-19
TEL 0144-75-7375

9：00～18：00 日曜日

火曜日11：00～14：30
17：00～20：00

苫小牧市日新町1-5-2
TEL 0144-73-3411
苫小牧市表町5-11-5 ふれんどビル･テナント棟1F
TEL 0144-33-1534

10：00～21：00 12月29日～
1月3日
火曜日・
第2月曜日

11:00～14:00
17:00～22:00

苫小牧市緑町1-25-9
TEL 0144-35-0584

苫小牧市双葉町3-25-16
TEL 0144-33-3778

11:30～14:30
17:30～22:00

日曜日・不定休

不定休17：00～22：00苫小牧市住吉町2-2-1
TEL 0144-33-3603
苫小牧市汐見町1-1-13 苫小牧公設地方卸売市場1F
TEL 0144-36-2023

5：00～14：00 日曜日・祝日

1月1～3日6：00～21：00苫小牧市山手町1丁目3-2
TEL 0144-71-2211

火曜日
※祝日の場合営業

11:30～14:00
17:00～20:30

苫小牧市東開町3-17-26
TEL 0144-57-8281

日曜日・祝日11：00～14：00　18：00～23：00
（土 18：00～23：00）

苫小牧市春日町2-13-4
TEL 0144-33-1640

苫小牧やきそば 検索

オホーツク干貝柱あんかけ焼きそば
直径25センチのジャンボなオム塩あんかけ焼きそば。

中国家郷屋台 笑安記

中華料理 菜華

ファミリーレストラン エフ
〈1日10食限定〉

ホテルパコジュニア北見
レストラン北美月

1

2

3

4

No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間
北見市中央三輪1丁目421-4
TEL 0157-36-8001

11：00～22：00 水曜日

北見市大通西2丁目まちきた大通ビル パラボ6階
TEL 0157-31-3600（内線1633）

11：00～19：30 火曜日

日曜日・祝日
年末年始等

11：30～14：30
18：00～21：30

北見市大通東2丁目ホテルパコジュニア2階
TEL 0157-23-8512

水曜日11：00～20：30北見市留辺蘂町旭西220-4
TEL 0157-42-4574

オホーツク干貝柱あんかけ焼きそば 検索

旭川しょうゆ焼きそば 検索

苫小牧ホッキやきそば 検索

アサヒドライゼロ
350ｍｌ缶24本入

ホクトきのこ
詰め合わせセット

登別閻魔やきそば

ソーダ食堂

ぱぴあ

福来軒

コーヒー＆ビストロ きっさ点

いせくら

旬の華 和か菜

温泉市場

居酒屋 ぐう・ちょき・ぱ

やきとりの一平 登別店

軽食喫茶 ｅファミリー

旬の台所 くる美　　　　               

ホテル平安

室蘭やきとり一平 若草店

つぼ八 幌別店

ホテル まほろば

カフェ・レストラン 田園

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

No. 店舗名 住所・電話番号 定休日営業時間
北の湯の国 登別に誕生した閻魔大王お気に入りのピリ辛やきそば!

日曜日10：30～15：00　17：00～20：00
（祝日は19：00まで）

登別市千歳町6丁目1番地98
TEL 0143-88-0690
登別市中央町4丁目11番地アーニス2階
TEL 0143-81-2149

11：00～17：30 無休

不定休11：30～14：30
17：00～20：00

登別市中央町２丁目８番地５
TEL 0143-85-9512

不定休18：00～翌1：00登別市登別温泉町71番地
TEL 0143-84-3123
登別市中央町5丁目8番地1
TEL 0143-85-4567

17：00～22：30
（夜のみ提供）

月曜日
※祝日の場合営業、
　翌日休

無休11：30～21：00
（冬季オフシーズンは18：00まで）

登別市登別温泉町50番地
TEL 0143-84-2560
登別市中央町2丁目6番地2
TEL 090-7650-3005

ほろべつ屋台村
箸遊 佳乃

不定休11：00～19：00登別市登別東町３丁目３番地２
ＴＥＬ ０１４３-８３-２５２７

18：00～ラスト 不定休

月曜日17：00～23：00登別市中央町1丁目2番地1
TEL 0143-85-8323
登別市登別東町2丁目26番地2
TEL 0143-83-1818

17：00～23：00
（日曜日は22:00まで)

水曜日

不定休18：00～24：00登別市登別温泉町154番地
TEL 0143-84-2101

登別グランドホテル内
食事処 松前

12月31日～
1月2日

9：00～17：00登別市登別東町２丁目２番地２
TEL 0143-83-2836
登別市中央町2丁目14番地2
TEL 0143-85-0838

11：30～13：30
17：00～22：00

日曜日

不定休9：00～22：00
（宴会料理で提供）

登別市中央町5丁目1番地1
TEL 0143-88-0331

登別マリン
パークニクスの
営業日に準ずる

11：00～15：00登別市登別東町1丁目22番地登別マリンパークニクス内
TEL 0143-83-0212

株式会社北海道マリンパーク
レストランリーベ

登別市中登別町96番地6
TEL 0143-83-3110

11：30～15：00 12月31日～
1月1日

わかさいも本舗登別東店
レストラン桜

登別市登別温泉町21番地
TEL 0143-84-3500

登別万世閣
郷の味 しらかば

18：00～24：00 無休

登別市若草町2丁目1番地7
TEL 0143-86-4488

11：30～14：00　17：00～23：00
（日・祝は22：00まで）※夜は数量限定

12月31日～1月1日
※火・水はランチ休
※12/17～1/8は
　ランチ休

年末年始17：00～24：00登別市中央町１丁目4番地10
TEL 0143-88-1008

無休夕食バイキングでの提供登別市登別温泉町６５番地
ＴＥＬ ０１４３-８４-２２１１

不定休11：30～14：30登別市登別温泉町76番地
TEL 0143-84-2049

登別閻魔やきそば 検索

登別 北海道

北見 オホーツク

月曜日

苫小牧


