伴走型小規模事業者支援推進事業

Associated Small Business Promotion Project

Minami Town
Ｗinter New Gourmet
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お問い合わせ先／実施機関

Contact Information/Executing Agency

美波町商工会

美波町奥河内字寺前493番地6 道の駅ひわさ２階
TEL：0884-77-0759
FAX：0884-77-1179
Minami Chamber of Commerce and lndustry

2F, Michinoeki Hiwasa, 493-6 Aza Teramae, Okugawachi, Minami

季節の食材を使用した小鍋と揚げ物や焼き物、
煮物など、いろいろと楽しめる御膳となってお
ります。
いろいろな料理を少しずつ食べたい！
！という
方にオススメです。
※御膳の内容は、季節や仕入れにより異なります。

With this meal, you can enjoy a wide range of
dishes made using seasonal ingredients, including
a small pot of Japanese-style stew and deep-fried,
grilled, and steamed dishes.
It’s recommended for those who want to sample a
variety of dishes!
Note: The content of the meal varies with the
season and availability.

1,500

円（税込）

yen（tax included）

みなみ食堂

MINAMI DINING

tel.0884-70-1497

tel.0884-70-1497

美波町奥河内字寺前 79-1
営業時間
定 休 日

ランチ 11：30～14：30
（LO.14：00）
ディナー 17：30～21：00
（LO.20：30）
木曜日

79-1 Aza Teramae,Okugawachi,Minami
Business hours
Closed every

Lunch 11:30－14:30（LO.14:00）
Dinner 17:30－21:00（LO.20:30）
Thursday

珍味かまぼこは、かに、かずのこ、あわび、えび、うにの切り
身を入れて手造りで仕上げました。フィッシュカツは、魚のす
り身にカレー粉などの香辛料を入れて揚げた徳島のローカルフ
ードです。
他に地元産品入りの天ぷらが入ったご当地ならではの一品です。
・珍味かまぼこ ５本
・フィッシュカツ ５枚
・地元産品入り天ぷら ２枚入 ×２袋
The distinctively delicious kamaboko fish-paste rolls are made by
hand from chopped crab, herring roe, abalone, shrimp and uni (sea
urchin). The fish cutlet is a local Tokushima dish made of ground
fish seasoned with curry powder and other spices.
This collection of local specialties also includes tempura made from
local produce.
･ Distinctively delicious kamaboko: 5 pieces; ･ Fish cutlets: 5 pieces
･ Tempura made from local produce: 2 bags of 2 pieces each

6,000 円

Refrigerated delivery

（税込・送料込）

yen（tax included/including postage）

にいや蒲鉾店

NIIYA KAMABOKOTEN

tel.0884-78-0286

tel.0884-78-0286

美波町木岐 535-1
営業時間
定 休 日

9：00～17：00
日曜日

535-1 Kiki,Minami
Business hours
Closed every

9:00－17:00
Sunday

進物用に黒毛和牛 A５ランクをご用意しております。
ブロック・ステーキ・焼肉・すき焼・しゃぶしゃぶ用のお肉に
つきましてはご相談下さい。当日の進物品はご用意できない場
合があります。２～３日前にご予約お願いいたします。年末年
始も、黒毛和牛 A５・A４肉や黒毛和牛ホルモンは常備してい
ます。牛タン・ハラミにつきましてはご予約お願いします。
（売切れの場合はご了承ください）
This gift pack contains grade-A5 black wagyu beef.
Contact us if you would prefer an unsliced roast, steak, yakiniku,
sukiyaki, or shabu-shabu cut. In some cases we might not be able to
prepare a gift pack on the day ordered, so please order 2–3 days in
advance. During the year-end and New Year’s holidays, we have
grade-A4 and -A5 black wagyu beef entrails in stock regularly. Beef
tongue and skirt are available by preordering.
(Note that in some cases products may sell out.)

meat 工房 肉光
美波町奥河内字寺前 213-2

tel.0884-70-1504
営業時間
定 休 日

平日
11：00～19：00
土・日・祝 10：00～18：00
月曜日

meat KOUBOU NIKUMITSU
213-2 Aza Teramae,Okugawachi,Minami

tel.0884-70-1504
Business hours
Closed every

Tuesday-Friday
11:00－19:00
Weekend&Holidays 10:00－18:00
Monday

5,000円

（税別）

yen（tax not included）

