ス タ ン プ ラリー に 参 加し て 、京 の 旬 野 菜 を もら おう！

冬の京野菜 節分マルシェ
キャンペーン
農直野菜を
おいしく食べる
お

京の旬野菜セットを

30名様

抽選で
にプレゼントします！

16日間

！
印

ッカーが
ステ
目
の
こ
※写真はイメージです。

京都市内24カ所の飲食店で
おいしい 冬野菜 のグルメキャンペーンを
同時開催！
先着
鬼の
スタンプも
登場！

1日限りのイベントも開催！
〜冬の京野菜 節分マルシェ

新鮮野菜の直売や野菜を使ったおばんざい屋台
＆スイーツ屋台が、2会場合計22軒集合！
スタンプは
ここでも
◎日時／2/1（SAT）
押せます！

200名様に黒豆
パウンドケーキ
プレゼント！

先着
100名様に
おばんざい
ふるまいも！

先着で
お買い上げの
方に、
エコバッグ
プレゼント

11:00〜15:00（COCON KARASUMA）、
12:00〜16:00（ゼスト御池地下街）
◎場所／COCON KARASUMA（地下鉄烏丸線四条
駅下車すぐ）、ゼスト御池地下街 河原町広場、寺町広場

参 加 店 一 覧 24 軒
★菜の花とカブのアーリオオーリオボッタルガ風味／1600円

01

トラットリア サルティンバンコ
☎075・213・5046

03

☎075・351・0098

スペイン欧風料理

el pollo

☎075・344・0146

居酒屋 たいげん
☎075･213･0774

17：30〜26：00
（LO25：00） 年中無休

応募締切

★豚と大根の角煮／700円

平成26年

09

3月10日

［キャンペーン期間］

当日消印有効

2.SNS等

3.Leaf3月号

9.友人・知人

2.口コミ

7.サービス

3.価格

10.その他（

4.使い勝手の良さ

5.メニュー

8.その他（

）

6.食材の品質や産地

）

2.食べたくない

4.その他（

2.思わない

プ

種

スタンプ

1

CENTRO

☎075・342・1919

日〜木17：00〜25：00、金・土・祝前17：00〜26：00
（LO日〜木24：00、金・土・祝前25：00） 火曜休

★ほたてと九条ネギのてっぱい／500円

10

京家 きよみず 本家
☎075・352・6556

★京の旬野菜とイタリア産チーズのオーブン焼／1200円

京家 きよみず 丸太町橋
☎075・221・5858

12

トラットリア

ラ・パーチェ

☎075・255・1195

11：30〜15：00（LO14：00） 17：30〜23：00
（LO22：00） 木曜休

13

ITALIAN DINING Baccano
☎075・222・2522

11：30〜15：00（LO14：00） 18：00〜23：30
（LO22：30） 月曜休

★えびいものニョッキと青菜のソテー 焦がしバターソース／2100円

cucina italiana LUNGAMO
☎075・212・1555

★九条葱豚焼売／700円

14 まんざら亭 NISHIKI
☎075・257・5748

17：00〜24：00
（LO23：30） 年中無休

★金時にんじんのポタージュ／400円

16 バルケッタ

☎075・351・1400

★早春の京づくしフレンチコース／5775円

類

KYO-NO
SHUN-YASAI

スタンプ

2

17

Coﬀret d'Amitie
☎075・212・5203

11：30〜15：00（LO14：00） 18：00〜22：00
（LO21：00）※月曜夜のみ完全予約 火曜休

★冬の京野菜ハンバーグ 〜ライス付き〜／1650円

で

応

募

O

K

全26種類！ 必ず違うスタンプを押してください。
KYO-NO
SHUN-YASAI

石窯バル

★鱈のムニエル金時人参と九条葱のソースと蕪ムース／L/セット850円〜、D/コース1600円、800円（単）

3.わからない

3

08

）

）

ン

★季節野菜のバーニャカウダ／1200円

3.どちらでもない

（

タ

12：00〜15：00（LO14：30） 18：00〜22：30
（LO21：30） 火曜、
他月２回不定休

18：00〜26：00
（LO25：00）
日曜休
（月曜が祝日の場合は日曜営業、
月曜休）

Q5. その他、ご意見、ご感想等があればご自由にご記入下さい

ス

☎075･212･8872

12：00〜
（LO14：00） 18：00〜
（LO21：00）
火曜休

Q4. この様な旬野菜のキャンペーンがあれば、また参加したいと
思われますか？
1.思う

TADKA

インド食堂

★きくなと湯葉のごまあえ／450円

15

Q3. 旬の地場野菜を使ったメニューを食べたいと思いますか？
1.ぜひ食べたい

06

17：30〜24：00
（LO23：30）不定休

★期間限定! 旬の京野菜を使った彩りパスタ!！／1100円

Q2. 飲食店を選ぶときに気を付けていることは？ （複数回答可）
1.味

★サンバル／昼：Bランチ1050円 夜：単品860円

4.チラシ

5. 2/1開催ゼスト御池イベント 6.2/1開催ココンカラスマイベント 7.ポスター
8.キャンペーン実施飲食店

☎075・201・1127

17：30〜24：00
（LO23：30） 木曜休

Q1. どこで冬の京野菜キャンペーンをお知りになりましたか？
1.京の旬野菜のHP

京家 きよみず 木屋町

12：00〜14：30（LO14：00） 17：30〜23：00
（LO22：00） 月曜休、火曜の昼休

17：30〜24：00
（LO23：00） 不定休

11

〜アンケートにお答えください〜

04 REDNESTA
☎075・211・6947

11：30〜16：00
（LO14：00） 17：30〜23：00
（LO21：30） 年中無休

07

冬の京野菜 節分マルシェキャンペーン

両替町二条店

★カブとファッロのサラダ／850円

リストランテ 美郷

★もつ鍋
（中鍋 ２〜３人前）
／2500円

● ●● ● ●● 応募ハガキ

上茶谷

☎075・212・9718

★中嶋農園さんの旬野菜とホタテ貝のリングイネ／2100円

17：30〜25：00
（LO24：30） 不定休

キリトリ線

居酒屋

17：00〜23：00 日曜、祝休

05

●イベント当日連絡先
COCON KARASUMA☎080-6227-7804
ゼスト御池地下街☎080-3779-7622

02

平日11：30〜14：30、土・日・祝12：00〜15：00（LO平日14：00、
土・日・祝14：30）18：00〜22：30 （LO22：00） 月、第３火曜休

★にんじんのロースト サワークリーム添え／300円

（地下鉄東西線京都市役所前駅下車 改札を出てすぐ）

★村上さん家のホウレン草サラダ／700円

KYO-NO
SHUN-YASAI

スタンプ

3

19

ザ・洋食屋

キチキチ

☎075・211・1484

11：30〜14：00（LO14：00）※平日は完全予約
17：00〜21：00（LO21：00） 不定休（HPにて掲示）

★旬の野菜の炊いたん／400円〜

21

割烹 松長
☎075・221・1056

18 ルルソンキボア
☎075･701･7155

11：30〜15：00（LO14：00） 17：00〜21：00
（LO20：00） 不定休

★特製すぐきちゃーはん／780円

20

御所西 鉄板焼

草庵

☎075・441・0140

11：30〜14：00（LO13：30） 17：00〜22：30
（LO22：00） 日曜休、
他不定休

★九条ねぎ豚巻／210円

22

串揚げ専門店

コテツ

☎075・371・5883

11：30〜14：00 17：30〜22：00
（LO21：30）
※日・祝日は要予約 水曜夜休

17：30〜25：00
（LO24：00） 水曜休

★菊菜〜柚子トロロがけ〜／420円

★小カブと海鮮のあんかけ／780円

23

おでんBAR

MURO

☎075・344・0313
（チャブヤ本店宛）

18：00〜25：00
（LO24：00） 月曜休

24

Japanese Dining SHOKICHI -正吉☎075・212・7271

11：00〜16：00（LO15：30） 17：00〜25：00
（LO24：30） 不定休

※上記メニューは仕入れ状況により価格が変動する場合やご提供できない場合がございます。

