ガチャし
て︑
ワクワク 巡 って︑
ウキウキ
日間

横田地区

※営業時間・
日程は店舗に
より異なります。

道の駅 奥出雲おろちループ

1

割子そば2枚+ご飯+小鉢（日替わり）

軽食コーナー人気NO.1メニュー、
のどぐろの
旨みがとけこんだスープが美味しいラーメン
です。
コーヒーは豆からひいて抽出する香り高い
コーヒーをお付けします。

自家製つゆで、
わさび、
もみじおろしで楽しめます。
さらに炊き込みご飯と小鉢もどうぞ！
10/1・4〜7
11:00〜14:00（売り切れ次第終了します）
0854-52-1714
営業時間中、
いつでも提供しています。

10/1〜10
9:30〜16:00
（L.O.30分前）
0854-52-3111
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

チケット1枚

八川そば

3

バル限定！ 秋のお菓子2点セット

人気の
「八川山代」
をおくいずもバルメニュー
のサイズにフィット♪

バル3日間限定メニューです。かぼちゃモンブ
ラン生どらと、
とろけるわらび餅♡のスペシャル
セット！

10/1〜3・５〜10
11:00〜16:00
0854-52-1513
営業時間中、
いつでも提供しています。

10/8〜10
9:00〜18:30
0854-52-2131
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

バルチケット価格

最新情報は
おくいずもバル
公式Facebook
ページから！

バルチケッ
ト6枚1綴り
（ガチャ券1枚含む）
販売期間

&販売所

木

５

チケット1枚

Café シナトラ

ンクorコーヒー orグラスワイン）

ホットサンドは4種類からお選びください！
（ハムチーズ、
メンタイ、小倉、
ポテトサラダ）

野菜を豚バラ肉で巻き焼き上げました。
10/1・3〜8・10
11:30〜14:00、17:30〜
0854-52-2299
今回は予約制とさせていただきます。
１日前までにご予約（18:00〜20:00）
ください。

10/1・5〜9
11:30〜18:00、〜22:00（夜は予約のみ）
0854-52-3755
営業時間中、
いつでも提供しています。

販売所

おくいずもバル各参加店
奥出雲町商工会本所・経営支援センター

チケット1枚

バルチケット1冊に1枚、
ガチャ券がついています（バルチケット

1枚分としても使用可）
。
ガチャ券1枚で1回バルガチャを回すこと

ができ、
バルチケットとして使うよりもお得な各店特別サービスが
当たります。
どのバル参加店のものが当たるかはお楽しみ♪
ガチャ設置店

㈲渡部ホンダ販売 / 安部屋商店 / 扇屋そば / 藤原写真館 /
奥出雲屋 / 横田蔵市

バルガチャ
景品協賛

奥出雲町観光協会 / 鉄道マンガ展＠奥出雲 / 玉峰山荘 /
奥 出 雲 町 サイクリングターミナル / 斐 乃 上 荘 / ダイズモ
OMIZUMO おくいずも / 多根自然博物館 / 藤原写真館 /
横田蔵市 / 簸上清酒合名会社

アイコンに
ついて

バル参加日程
メニュー提供について

主催 奥出雲町商工会
お問い合わせ先

営業時間

電話番号

季節のフルーツサンドよりどり2パック+
（テイクアウトです）
オレンジ100％ジュース

数量限定！ 皆さんお待ちかね毎回「お得すぎ
て驚きました」
と大好評の福袋！！さ〜て今回
はなにが入っているかな？？

旬の果実を中心にバナナ・メロン等、
たっぷりの
ホイップクリームで挟んだ目にも楽しい“萌え断”♡

10/2・9
9:30〜19:00
0854-52-3300
営業時間中、数量限定で提供しています。

バルガチャ
設置店

チケット1枚

11

ブルー SKY

塩麴チキンソテーとサラミのセット+
水割orワインを1杯+カラオケ2曲

バルガチャ
設置店

横田マルヰガス㈱下横田SS

9

チケット1枚

古民家暖々

①割子そば3枚
②そば屋の天津飯

紅葉シーズンにきれいな車でドライブしましょう。
バルチケットでお得に洗車ができます。

暖々の炊き込みご飯を天津風にアレンジ！
10/1〜3・6〜10
11:00〜14:00
0854-52-3652
今回は予約制とさせていただきます。
１日前までにご予約ください。

10/1〜10
平日7:30〜19:30、休日8:00〜19:00
0854-52-1036
営業時間中、
いつでも提供しています。

①②ともにチケット各1枚

チケット1枚

斐乃上荘

12

10/1・4〜7・10
9:30〜17:30
0854-52-2468
数量限定売り切れ次第終了、前日までの
予約を承ります。

10

超撥水洗車DUコート

共催 奥出雲町

Tel.0854-54-0158（代） 電話受付時間 / 平日8:30〜17:00

奥出雲屋

8

お一人様各1袋限り
！横田蔵市バル限定
オリジナル福袋3種類！

バルチケットの必要枚数

〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成324-15 奥出雲町商工会本所

チケット1枚

横田蔵市

7

しまね和牛など
お食事券、
宿泊券や体験、
ンス！
ャ
グチ
ッ
ビ
る
た
豪華景品が当

きっちん焚菜

6

野菜巻き串と枝豆+
レモンサワーorソフトドリンクのセット

（ホットサンド+ソフトドリ
ホットサンドセット

月

奥出雲讃菓 松葉屋

4

八川そバル

月

土

あさひ亭

2

のどぐろラーメンアフターコーヒー付き

賀松園横田店

13

割子そば

ラーメン各種1杯に焼豚1枚プラス

当店自慢のそばをお楽しみください。

名物ラーメンをご賞味あれ！

3年ぶりの素敵な出逢いと美声に乾杯。
10/1・7〜9
18:00〜23:00
0854-52-0022
営業時間中、
いつでも提供しています。
（変更あり）

チケット1枚

ポプラ 横田中央店

14

おくいずもバル限定メニュー
からあげ+ミニメンチセット
揚げたてサクサクをご提供します。からあげは、
できたて弁当のからあげをバル限定で単品販売！

一風庵

15

国産若鶏ムネ肉使用。三井野原産リンゴを
使った南蛮酢と特製レモンタルタルソースの
相性ばっちり！テイクアウトも可です。

ママが愛情込めて作るけん♡
食べに来てごしないね〜。

20

奥出雲豆腐 いしだ

10/1〜4・7〜10
11:00〜13:30、17:00〜20:30
0854-52-0080
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚
21

GASENDO

スムージーフロート

食パン２種セット

12種類の選べる豆乳スムージーとジェラート
A、
B、
C、
Fの中から２種類選んでいただけます♪

食パン2斤とレーズン食パン2斤のセット。

10/1〜10
10:00〜17:00
0854-52-0174
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

10/1・3・4・6〜10
10:00〜16:00
0854-52-2121
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

フレンド

ママのミニカツカレー♡

チケット1枚

バルチケット1枚で、
目と舌で秋を感じていた
だけるドリンクとケーキセットとなっております。

ト3枚 ②チケッ
ト2枚 ③チケッ
ト1枚
①チケッ

（ポテトorドリンク）
チキン南蛮バーガーセット

10/1〜3・5〜10
8:30〜19:00
0854-52-2578
営業時間中、
いつでも提供しています。

Autumn Cakeセット

10/1〜10
11:00〜15:00
0854-52-9870
数量限定一日10名様限定。

18

茶房十五代

16

①奥出雲和牛そばと仁多米新米おにぎり
セット
②湯葉そばとデザートドリンクセット
③割子2枚と一品小皿

チケット1枚

バーガーハウスピコピコ

チケット1枚

チケット1枚

10/1〜10
6:00〜23:00
0854-52-9958
営業時間中、19:00まで提供しています。
ご連絡いただけるとそれ以降も可能です。

17

10/1〜10
11:30〜14:00、17:00〜23:00
0854-52-1028
営業時間中、21:00まで提供しています。

10/3〜7
11:00〜14:00
0854-52-0234
営業時間中、
いつでも提供しています。

藤原写真館

19

Photo zine A5サイズ12ページ1冊+
マスキングテープ1個
雑誌のような手軽さと手作り感のあるフォトブック
です。デジカメ・スマホをお持ちください。

バルガチャ
設置店

10/1・3〜8・10
8:30〜18:30
0854-52-1034
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚
22

中国料理 直久

①週替わりのランチ定食
（昼）
（夜）
②直久ドラゴンラーメン
①ライス、
スープ、
サラダ、
中華一品、
デザート
②辛さとニンニクがヤミツキになるラーメンです！

10/4・7
10:00〜
0854-52-1588
先着5セット限定！

チケット1枚

10/1〜3・5〜10
11:30〜14:00、17:30〜20:30
0854-52-1518
営業時間中、
いつでも提供しています。

①②ともにチケット各1枚

ガチャし
て︑
ワクワク 巡 って︑
ウキウキ
日間

仁多地区

※営業時間・
日程は店舗に
より異なります。

まいもんや味奈里

1

安部屋厳選の効き酒セット
4種類の玉鋼から、3種類を選んでお楽しみ
いただけます♪

ソフトドリンクの方にはアイスを１個サービス
しますよ♪
10/1〜2・4〜9
17:00〜24:00
0854-54-1076
営業時間中、22:00まで受け付けています。

①②ともにチケット各1枚

スナック篝

3

10/8
10:00〜20:00
0854-54-0148
なくなり次第終了

バルガチャ
設置店

チケット1枚

おさしみ2パックorさしみ1パック+
お惣菜1パック

元気な女の子と待ってまーす！来てくださいネ♡

2パック800円相当！PM2時頃がオススメ！

10/1・4〜8・10
19:30〜23:30
0854-54-1718
営業時間中、
いつでも提供しています。

10/3〜4・6〜9
10:00〜19:00
0854-54-2132
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

おくいずもバルの楽しみ方

サンクス鮮魚部

4

ビール・ウイスキー・焼酎いずれか1杯+
日替わりおつまみor付きだし+カラオケ1曲

月

土

安部屋商店

2

①串カツ5種盛（内容はお楽しみ）+
生ビール1杯
②豚角煮+生ビール1杯

佐白温泉 長者の湯

5

（入浴券・牛乳orコーヒー
温泉極楽セット
牛乳・タオル1枚）

チケット1枚

ガトーリビドー

6

スイートポテトパフェ
バル限定メニュー！

セッ
トの中にタオルが付いているので手ぶらでOK！
お風呂上りに木次牛乳でぷはぁ〜と水分補給！

バルチケットを販売所で購入
いただき付属のチラシで各参加
店のバルメニューを確認して、
「おくいずもバル」
を楽しむ準備
をしましょう。

チケット1枚

味処玉峰

7

まずは
「バルガチャ」
を回しに
いくことをオススメします。バル
参加店のお得なサービスや豪華
景品が当たるビッグチャンスです。
ぜひ参加しましょう。

バル参加日程
メニュー提供について

主催 奥出雲町商工会
お問い合わせ先

営業時間

境港産の新鮮な魚と奥出雲町産の野菜を
使った贅沢な御膳です。

切れ味バツグン！草取り鎌で人気NO1！

電話番号

10/3〜7
11:00〜14:30、17:30〜20:00（各L.O.30分前）
0854-54-2100
営業時間中、
いつでも提供しています。
事前
にお電話でご注文ください。
（当日可）

①②③ともにチケット各1枚

クラフトビール1杯+酒ケーキセット
他では飲めないビールをお楽しみください

12

バルガチャ
設置店

吾妻そば

三成賀松園

ともに食堂

チケット1枚

18

自家製のタレに漬け込み焼き上げた焼サバ寿司
と当店人気の弁当を普段よりお得なバル価格で！

①②③ともにチケット各1枚

10/1・3〜8
9:00〜17:00
0854-54-0228
営業時間中、
いつでも提供しています。

横田マルヰガス㈱三成SS

チケット1枚

①焼サバ寿司 ②チキン南蛮弁当
③ヒレカツ弁当

バルガチャ
設置店

扇屋そば

10/1〜10
11:00〜1３:00、16:00〜18:30
080-6324-6819
今回は予約制とさせていただきます。
１日前までにご予約ください。

チケット1枚

ポプラ 仁多亀嵩店

16

おくいずもバル限定メニュー
からあげ+ミニメンチセット
揚げたてサクサクをご提供します。からあげは、
できたて弁当のからあげをバル限定で単品販売！
10/1〜10
6:00〜23:00
0854-57-9222
営業時間中、19:00まで提供しています。
ご連絡いただけるとそれ以降も可能です。

チケット1枚
19

㈱まるきょう奥出雲セルフ

割子そば2枚+扇屋オリジナルガチャ

ワックス洗車+シャンプー洗車引換券

当店オリジナル奥出雲キーホルダー入りガチャ：
運が良ければ大当たり有！
※テイクアウトも対応します。

バルチケット1枚で2度お得！2回洗車ができ
る超お得なメニューです！まずは窓口にお越し
ください♪ピカピカのお車で秋のドライブへ
GO！

10/1〜3・5〜8
10:00〜15:00
0854-57-0034
営業時間中、
いつでも提供しています。

10/1〜10
7:00〜21:00
0854-54-1701
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚
21

喜久寿し

ともに日替わりランチ+ドリンクセット

特上にぎり寿司のテイクアウト1人前

日替わりで楽しめるオリジナルメニューをご用意
しています。

通常は2,000円相当の特上にぎりを、
チケット
2枚でお得にご自宅で召し上がっていただけます！

10/4・6・8
11:30〜14:30
（L.O.30分前）
、
18:00〜21:00
（8日のみ）
0854-54-0040
営業時間中、
いつでも提供しています。

Olive

人気のつつみ焼きと選べるデザートのセット
です♪まずはお電話ください♪

10/1〜10
平日7:30〜19:30、休日8:00〜19:00
0854-54-0205
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

13

レア？なホンダグッズを購入いただけるチャンス
です♪

紅葉シーズンにきれいな車でドライブしましょう。
バルチケットでお得に洗車ができます。

10/1〜2・4〜9
（2・9は昼のみ）
11:00〜14:00、17:00〜19:00
0854 54 0219
営業時間中、
いつでも提供しています。

チケット1枚

つつみ焼きと選べるデザート1品

超撥水洗車DUコート

天ぷら割子をお楽しみください。

10/1〜8
12:00〜1３:30、17:00〜22:00
0854-54-0149
今回は予約制とさせていただきます。
１日前までにご予約ください。

㈲渡部ホンダ販売

10/3〜7
11:30〜14:00、17:30〜19:00
0854-57-0800
営業時間中、
いつでも提供しています。

ホンダグッズ詰め合わせ

15

天ぷら割子（1枚）+
（グラスビア※ソフトドリンク有）
グラスドリンク

亀嵩温泉 玉峰山荘
レストラン欅

おうちでおいしさシェアしませんか？

チケット1枚

奥出雲町サイクリング
ターミナル 仁多米食堂

チケット1枚

10

とうわりいも1個）
クリーム大福1個、

10/1・3〜8・10
8:00〜18:30
0854-54-1517
営業時間中、
いつでも提供しています。

テイクアウト弁当
①からあげ弁当 ②とんかつ弁当
③ハンバーグ弁当

20

チケット2枚

バルチケットの必要枚数

Tel.0854-54-0158（代） 電話受付時間 / 平日8:30〜17:00

17

10/1・3〜8・10
9:00〜17:00
0854-54-0920
営業時間中、
いつでも提供しています。

（おまかせシフォン2個、
おうちでスイーツセット

共催 奥出雲町

14

御菓子司 田村屋

9

〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成324-15 奥出雲町商工会本所

11

雲州忠善刃物

8

大人気！ 今年もやります！
！カット鎌

10/1〜2・8〜10
11:00〜14:00、18:00〜21:00
0854-57-0102
今回は予約制とさせていただきます。
１日前までにご予約ください。

バルチケットと各参加店のバル
メニュー 1つを交換できます。
※メニューによって必要なチケット
枚数が異なることがあります。

チケット1枚

海老と魚と季節野菜の天ぷら御膳

チケット2枚

アイコンに
ついて

10/1〜3・6〜10
10:00〜18:00
0854-54-1077
営業時間中、17:00まで提供しています。
数量限定です。

10/1〜10
10:00〜21:00
（最終受付30分前）
0854-54-0203
営業時間中、
いつでも提供しています。

10/4〜7
10:00〜1３:00、17:00〜21:00
0854-54-0460
今回は予約制とさせていただきます。1日前
までにお渡し時間と併せてご予約ください。

チケット2枚

チケット1枚
22

多根自然博物館

①イタリアンシェフのバル限定パスタ
②博物館カフェのパフェ
①内容はお楽しみイタリアンシェフ本格パスタ！
②シェフが手作りにこだわった一押しパフェ！
10/2〜4・10
11:30〜14:00、14:00〜16:00（各L.O.30分前）
0854-54-0003
営業時間中、
いつでも提供しています。

①②ともにチケット各1枚

