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お店ごとに「マチ★アソビ」ポストカードがもらえる !!
※複数店舗で同一のポストカードが配布される場合がございます。

藍場浜
公園
藍場浜
公園

阿波銀行●

特典

・テイクアウトを積極的に活用する。
・発熱や咳など異常が認められるときは来店しない。
・できる限り混雑する時間帯を避ける。

・食事の前に手洗い、消毒をする。
・咳エチケットを守る。会話の声は控えめに。
・食事中以外はマスクを着用する。

ルールを守って感染予防！ルールを守って感染予防！

徳島市内に散らばる
「とくしまグルメハント店」を探索しよう！

◀グルメハント協賛店の目印は「幟旗」!!
「とくしまグルメハント店」を探して、ハント条件をクリアし、スタンプを
押してもらおう！
※各店舗のハント条件は中面をご覧ください。

5 つのスタンプを集められた方は、　 ufotable CINEMA まで
お持ちください。
粗品をお渡しします。交換は 2022 年 11 月末迄
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徳島市内の20店舗、
お店で異なるハント条件を

クリアせよ！

徳島市内の20店舗、
お店で異なるハント条件を

クリアせよ！

★

森 珈琲店1

昔ながらの珈琲専門店
珈琲、無農薬ハーブティー、パン、ケーキ

オススメは阿波牛を使用したハンバーグ。
外部にテラス席あり。

ポッポ街で37年、手作りケーキとコーヒー、
紅茶の専門店です。

徳島市寺島本町西 1丁目57番地　徳島駅前
ターミナルビル1F　TEL.088-623-6198

［営］8:00 ～ 18:00　［休］水曜日

【ハント条件】店内飲食は600円の珈琲or600円のティー
テイクアウトはオリジナルドリップコーヒー3個入りを
１袋で600円（全て税込）

★

テラスカフェ Lamp2

徳島市佐古二番町 2-15
TEL.088-655-8623

［営］11:00 ～ 17:00　［休］お盆、正月

【ハント条件】
1,000 円（税込）以上のご注文の方

★

朝昼ときどき晩ごはんDoor!17

250軒の農家さんを訪ね、こだわり食材
で作る地産地消の定食屋。

徳島市寺島本町東１丁目20  鉄屋ビル2-3階
TEL.088-676-2313

［営］7:30～17:00ラストオーダー（土曜
11:00～17:00ラストオーダー）　［休］日曜日

【ハント条件】店内のご飲食にて「オーガニックす
だちジュース」をご注文いただく
ランチセットの場合＋150円・単品450円・テイクアウト450円（全て税込）

★

池添かまぼこ店18

爽やかなすだち風味の竹ちくわ。神山マ
チ★アソビ農園で収穫したスダチ付き。

徳島市幸町３丁目100
TEL.088-622-8255

［営］7:00 ～ 17:00　［休］日曜日、祝日

【ハント条件】
スダチクワ（神山マチ★アソビ農園産スダ
チ使用）3 本入り　550 円（税込）

★

アンファン16

人気サンドイッチのつめあわせです。
ボリュームたっぷり！

徳島市東新町 1 丁目 14-1
TEL.088-623-5777

［営］8:30 ～ 18:00　［休］火曜日

【ハント条件】
サンドイッチつめあわせ700円（税込）

★

喫茶るーぶる15

1980年創業、昭和感あふれる店内でお食事
をお楽しみください !!

徳島市寺島本町東２丁目 12
TEL.088-622-9020

［営］11:00～15:30/17:00～20:30
［休］10/23（日）と11/6（日）

【ハント条件】
デミグラスハンバーグ 1,100円（税込）をご注文の方

★

オーバッシュクラスト13

ベーグルやサンドイッチ、焼き菓子など
たくさん準備してますよ～！

徳島市東船場町 1-19-1
TEL.090-8284-1997

［営］8:00 ～ 17:00［休］日曜日、月曜日

【ハント条件】
700円（税込）以上の商品をお買い上げのお客様

★

11

★

いろは19

お魚のおいしいお店です。お造り定食な
どはボリューム大です。

徳島市北田宮３丁目1-11
TEL.088-633-6977

［営］11:30～14:00/17:00～21:30
［休］火曜日、第二月曜日

【ハント条件】
定食メニューをご注文頂いた方

★

ufotableCafe　徳島10

徳島の特産品『鳴門金時芋』をたっぷり
使ったパフェです！

徳島市東船場町 1-13  国際東船場113ビル 2F
TEL.088-655-8805［営］10:00 ～ 20:00

［休］月曜日（祝日の場合は営業、翌火曜日定休日）

【ハント条件】鳴門金時パフェ950円(税込)
をご注文（テイクアウト時は933円（税込））

★

木村スパゲティ8

打ちたて茹でたて炒めたて、生パスタ専
門店です。

徳島市寺島本町東１丁目 12 番地 2  フクヤビル 1 階
TEL.088-660-6600

［営］11:00 ～ 15:00(Lo.14:30)17:00 ～ 21:00
(Lo.20:30)［休］月曜日と火曜日（祝日の場合、営業します）

【ハント条件】
990円（税込）以上のスパゲティをご注文の方

★

和田の屋本店7

400年の歴史　阿波名物「滝の焼餅」で
ほっと一息！

徳島市眉山町大滝山 5-3
TEL.088-652-8414

［営］10:00 ～ 17:00　［休］木曜日

【ハント条件】
500円（税込）以上のお買い上げ

★

Our 麺6

手作りにこだわったらぁ麺つけ麺。
食べてしあわせになるべし！

徳島市新町橋 1-7 さくらまビル 1F
TEL.070-4156-1886［営］平 日　11:30 ～
17:00 土・日・祝　11:00 ～ 15:00/18:00 ～
21:00　［休］木曜日（祝日の場合は営業）

【ハント条件】
950円（税込）以上を注文頂いた方

★

808 カフェ　デメテール5

スムージーとランチで野菜をチャージ！
してみて下さい。

徳島市佐古二番町 17-８
TEL.088-602-7069

［営］11:00 ～ 15:30［休］年末年始（12/29-1/4）

【ハント条件】
500円（税込）以上をご注文の方

★

オズ4

フレッシュな手作りジェラートを使った
パフェの専門店です。

徳島市通町 3 丁目 23-2
TEL.088-654-9230

［営］11:00 ～ 17:00　［休］水曜日、木曜日

【ハント条件】
グルメハント限定パフェ(６種類）からチョイ
スして注文。パフェは800円（税込）～です。

★

TOMMY3

徳島市寺島本町西１丁目59 ポッポ街 1F
TEL.088-653-1911

［営］9:30 ～ 18:30［休］なし

【ハント条件】マチ★アソビセット 手作り
ケーキ３種類＋ドリンク 750円（税込）又
は、ケーキ 2 個以上お持ち帰りの方

●記載している店舗情報は期間中のものです。
●コロナ禍のため営業時間等が変更になる場合があります。
●10 月 15 日（土）・16 日（日）は全店舗営業いたします。
●掲載のお店は全て新型コロナ対策されています。

★

マドラスufotable CINEMA 12

徳島県産コシヒカリや野菜など、食材に
こだわった洋食店です。

徳島市南昭和町 5 丁目 83-11
TEL.088-623-3877

［営］11:00 ～ 15:00 /17:00 ～ 21:30
［休］不定休

【ハント条件】
800円（税込）以上ご注文の方(テイクアウト可)

徳島駅から徒歩10分、東新町商店街の入口
にある映画館です。

徳島市東新町 1-5-3  TEL.088-678-9113
［営］10:00～ 23:00頃 ※作品の上映時間によっ

て前後する場合がございます。［休］年中無休

【ハント条件】グルメハントメニュー「オリジナルポッ
プコーン（梅かつお味）」600円（税込）をご購入された方

とくしまグルメハント
協 賛 店

★

マチ★アソビ CAFE 眉山9

ハチミツすだちのシロップを炭酸水で
割ったドリンクです。

徳島市眉山町茂助ケ原 1 番地
TEL.088-678-5441［営］10:00 ～ 19:00

［休］月曜日（祝日の場合は営業、翌火曜日定休日）

【ハント条件】ハチミツすだちソーダ 650円（税
込）ご注文（テイクアウトの場合は633円（税込））

★

14

オススメはマチ★アソビMixです。いろんな
パーセントのチョコがミックスされています。

徳島市東新町２丁目 40
TEL.088-652-2092

［営］10:30 ～ 18:00［休］火曜日

【ハント条件】
600円（税込）以上のチョコレートお買い上げの方

チョコレート専門店
　　　ル・ショコラ


