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参加方法

左記の対象店舗を回り、
スタンプを3個以上貯めよう！１

スタンプを集めたら、
プレゼントに応募！
マップ面を封筒に入れ、
以下住所に郵送しよう

２

・本スタンプラリーはどなたでも無料で参加できます。
・営業時間内のご飲食で、1店舗につきスタンプ1つを差し上げます。
・期間内に、対象店舗のうち３店舗のスタンプを集めれば達成となります。
・プレゼントは先着順、順次発送となります。
・プレゼントはなくなり次第、東大阪ツーリズム振興機構公式サイトにてお知らせします。

※同じお店には何度行っても 1つのみのスタンプ捺印となります。※スタンプシートは 1人 1枚とさせていただきます。※2枚を合わせても達成にはなりません。※ほかのスタンプラリー参加者のスタンプシートを利
用したり、複数人で 1枚の利用をすることはできません。※スタンプシートを忘れたときはスタンプはもらえません。※スタンプラリー中にスタンプシートを紛失された方は、最初からやり直しになります。※小学生以
下のお子様は、保護者の方と一緒にご参加ください。※スタンプラリーに関するご質問等ございましたら、一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 (090-6064-8709・前田 ) までご連絡ください。※スタンプラリー中
に発生した事故・トラブルなどにつきましては、当方では一切責任を負いません。

2018年 1月 31日 まで2018年 1月 31日 まで

賞品

食べて集めよう！

主催：一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構

先着100名様
特製トレーディングカード

にプレゼント！
ラーメントライくん

？
絵柄はお楽しみに！

「バイオカード」
トライくんラーメンVer.

「バイオカード」
トライくんラーメンVer.

一般社団法人 東大阪ツーリズム振興機構 宛

応  募  先

大阪府東大阪市荒本北1-4-1
クリエイション・コア東大阪南館1階 2108室
TEL：06-4309-8083　090-6064-8709( 前田 )
※マップ面 ( スタンプ 3つが確認できる面 ) を封筒に入れ、上記
宛先までお送りください。切手は参加者でご負担いただくよう
お願いします。

さらに！
その中から抽選で

３名様に

豪華ラーメン&
トライくんグッズ
豪華ラーメン&
トライくんグッズ が当たるが当たる

 中身は
お楽しみ！

１ 鯛ラーメン銀次、ぷるっと。

鯛とともに最高の一杯を！超優良
ラーメン店の武器は「ぷるっと」
鯛から取ったコラーゲンで固
めた「ぷるっと」をスープに
浮かべると、塩鯛ラーメンが
完成！平打ち中太縮れ麺によ
く絡めると、旨味と香りがぐ
ぐっと押し寄せる。

住所：東大阪市足代北 2-1-7 布施セントラル１F
営業時間：月～金 11:00～15:00、
　　　　　土・日 11:00～15:00、18:00～22:00
休：水　TEL：06-4306-5598

２ 布施 細見商店

布施に君臨する、
正真正銘の名店！
中華そば、金の麦味噌、つけ
めん、限定。どれも最高のク
オリティーで、何度も足を運
んでしまう正真正銘の名店。
「ラーメン好き」の踏み絵的
存在だ。

住所：東大阪市足代新町 8-2
営業時間：11:30 ～ 14:30、18:00 ～ 24:00
休：休：月 (祝日の場合翌日 )、日曜夜　TEL：06-6224-7068

３ 布施 丿貫

煮干しの旨味がギュッと詰まった
灰汁色ラーメン
煮干しのだしがたっぷり抽出
された灰汁色スープに大ぶり
なレアチャーシューがインパ
クト大！一度食べるとその虜
になること間違いなし。

住所：東大阪市足代南 1-3-12
営業時間：月～土 11:30 ～ 14:30、18:00 ～ 22:00 日 11:30～16:00
休：火

５ 二星らーめん ららら

煮干しを愛し、
煮干しに魅せられたラーメン
煮干しラーメン界で、常に世
の中をアッと言わせるラーメ
ン店。冷麺、まぜそばすらも
煮干しで味を作り出す。煮干
しを愛する人は必ず行くべ
し。

住所：東大阪市長堂 3-1-1-20 ポッポアベニュー 1番館
営業時間：11:30～15:00、18:00～22:00 ※月 (11:30 ～ 15:00、夜の部休み )
休：火、月 (夜の部 )　TEL：06-6789-7622

６ 中華そば さるぱぱ

東大阪人は、
中華そばに帰ってくる！
何度来店しても、飽きない強
さの中華そば。ド定番でも納
得の旨さ。チャーシューを味
わうもよし、スープを飲み干
すもよし。ヘビー級の太麺が、
これまたパンチを効かす。

住所：東大阪市長栄寺 7-25
営業時間：11:30 ～ 14:00、18:00 ～ 24:00
休：不定休　TEL：06-6783-1811

７ 麺屋 慶 河内永和店

決め手はキクラゲ、ネギ、モヤシ。
ストレートな麺と豚骨スープ
「背脂スープのお店」と宣言
する、とんこつラーメンに自
信あり。クセのないストレー
トなスープがよく絡む、スト
レート麺をご賞味あれ。

住所：東大阪市高井田元町 1-1-29
営業時間：11:00 ～ 14:30、17:30 ～ 23:30
休：不定休　TEL：06-4306-4939

８ 麺屋 蝉

真面目にラーメン！
出汁にこだわる「麺屋 蝉」
13 時間寝かせて作られた
スープは、口に入れた瞬間違
いを感じる。メンマたっぷり、
チャシューは 6 時間熟成し
た厚切りチャーチュー。スー
プに絡む麺にも大満足。

住所：東大阪市西上小阪 14-13
営業時間：11:30 ～ 24:00
休：第 4水曜日　TEL：06-6721-2366

９ 麺屋こころ 長瀬店

本場の味が楽しめる！
台湾まぜそばのお店
ピリッと辛いミンチとたっぷ
りのネギ。卵黄と一緒に混ぜ
ればもう箸は止まらない。
腹ペコな学生を満足させつづ
ける一品が、リーズナブルに
味わえる。

住所：東大阪市小若江 1-5-2
営業時間：月～金 11:30～16:00、18:00～22:00 
　　　　　LO. 昼 15:30、夜 .21:30　( 土・祝 20:30)
休：日　TEL：06-4307-5301

ラーメン あっぱれ

これぞ王道！学生から
ファミリーまで訪れる人気店
今日は絶対ラーメンが食べた
いと思った時。「そうそう、
この THE・ラーメンが食べ
たかったんだ！」そんな気持
ちにしてくれること間違いな
し。

住所：東大阪市南上小阪 10-67
営業時間：11:00 ～ 26:00
休：なし　TEL：06-6725-2888

10 11 極汁美麺 umami

本当は誰にも教えたくない、
小阪に生まれた極旨ラーメン
濃厚なようで、飽きが来ない。
あっさりしているようで、印
象的。瞬く間に評判店に上り
詰めた、今一番勢いのある
ラーメン店。

住所：東大阪市菱屋西 3-11
営業時間：11:30～15:00
休：月 ( 月曜日が祝日の場合、翌日 )　

12 麺屋 和人 河内小阪店

ラーメン界の革命児 「和人」が
小阪にオープン！
素材本来の持ち味を活かした、
とても繊細な味。5 種類の調
味料をカスタマイズして、自
分 好 み の 一 杯 に。店 内 の
Wi-fi、スマホ充電器がありが
たい次世代のラーメン店。

住所：東大阪市小阪本町 1-3-2 1F
営業時間：11：30～14：30、17：00～22：00
休：月、12/31、1/1　TEL：06-4309-8810

13 麺屋 TRY

遙かなる挑戦者、
安定の豚骨スープで挑む
とんこつスープのコクと、しょ
う油の旨味が美しくコラボ
レート。メンマではなく、た
けのこトッピングで独特の触
感を楽しめる。大きなチャー
シューもポイント高し。

住所：東大阪市荒本北 2-3-6
営業時間：10:30 ～ 23:30
休：不定休　TEL：06-4309-5770

14 味噌ラーメン専門店 麺屋 36( サム )

香ばしさNo. 1 ！
店主自慢の味噌ラーメン
炒めたスープに肉味噌。口か
ら鼻に抜ける香ばしいマー油
が一杯を引き立てて、体を芯
から温めてくれる。うまい味
噌が食べたいなら、花園に行
くべし。

住所：東大阪市吉田 1-2-21
営業時間：11:00～ 14:00( ラーメン )、17:30～ 25:00(LO.24:00)( 居酒屋 )
休：月　TEL：072-965-2726

15 風雲亭

しょう油と豚骨、
奇跡のマリアージュ。
こってりしすぎず、あっさり
しすぎず。「ちょうどいい」
が詰まったラーメン店。
サイドメニューも抱負で、お
気に入りに出会えるはず。

住所：東大阪市吉田本町 1-2-16
営業時間：11:00 ～ 24:00
休：不定休　TEL：072-963-0022

16 天理スタミナラーメン東花園店

スタミナの名に恥じない、
唯一無二のパワフルラーメン。
こってりだけど、油っこくな
い。豚骨ベースのスープにニ
ラ、白菜、ニンジンを豆板醤
でギュッとしめ、天理で生ま
れた 30余年の歴史の重みを
感じる一杯。

住所：東大阪市吉田 6-5-22 田上グランドマンション
営業時間：11:30～14:30、18:00～23:00
休：水　TEL：072-929-9577

４ ラーメン 丸っ子

豚骨100％の濃厚スープ！
こってりラーメンの本流
こってりなのに臭みがない。
上品でスッキリしたスープに
ファンはメロメロ。切りたて
のネギが心地よいアクセント
に。俊徳道に誕生した、東大
阪ラーメン界の本流だ。

住所：東大阪市永和 2-24-20
営業時間：11:00～15:00、18:00～22:00
休：月　TEL：06-6724-3888

17 河内の中華そば 醤 ( ひしお )

極厚煮豚を堪能せよ！
これが河内の中華そば！
地元出身の店主が、丁寧に時
間をかけた仕事で作り上げた
極上の一杯。地元を愛し、ラー
メンを愛しすぎた男が贈る、
これぞ真打ち、正真正銘の「中
華そば」。

住所：東大阪市花園東町 2-8-13
営業時間：11:00～15:00
休：不定休 (公式 Facebook で確認ください )　

イオン
布施駅前店

西消防署
足代出張所

布施
ライン
シネマ

イオン東大阪店

パザパ花園

大阪樟蔭
女子大学

参加店舗の詳しい情報は
アフターマッチファンクション
スマホで見る東大阪のグルメナビ！

2018年 1月 31日 まで2018年 1月 31日 まで

景品応募欄 必須項目記入欄

お名前
ふりがな

住所
〒

電話番号

一般社団法人 
東大阪ツーリズム振興機構 宛

応  募  先

大阪府東大阪市荒本北1-4-1
クリエイション・コア東大阪南館1階
2108室

※マップ面 ( この見開きページ ) を封筒に入
れ、上記宛先までお送りください。切手は参
加者でご負担いただくようお願いします。
※プレゼントは先着順、順次発送となります。
プレゼントはなくなり次第、東大阪ツーリズ
ム振興機構公式サイトにてお知らせします。

※景品応募欄は切り取らず、スタンプ 3つが確認できるように封筒にお入れください。

鯛ラーメン銀次、
ぷるっと。

１ STAMP

布施 細見商店

２ STAMP

布施 丿貫

３ STAMP

二星らーめん 
ららら

５ STAMP

麺屋こころ 長瀬店

９ STAMP

中華そば さるぱぱ

６ STAMP

麺屋 慶 
河内永和店

７ STAMP

極汁美麺 umami

11 STAMP

麺屋 和人 
河内小阪店

12 STAMP

麺屋 TRY

13 STAMP

ラーメン あっぱれ

10 STAMP

14 STAMP

味噌ラーメン専門店
麺屋36( サム )

風雲亭

15 STAMP

天理スタミナラーメン
東花園店

16 STAMP

Twitter
@higao_Tourism

Facebook
東大阪ツーリズム振興機構

https://www.higashiosakatourism.com
東大阪ツーリズム振興機構　
東大阪の観光・イベント情報はこちらから

麺屋 蝉

８ STAMP

17 STAMP

河内の中華そば 
醤 ( ひしお )

４ STAMP

ラーメン 丸っ子

参加店舗の詳しい情報は東大阪のグルメサイト
AMFで！「東大阪グルメナビ」で検索！

※来店の際は各店SNS等で開店状況をご確認ください。


