
お会計時やイベント参加時にスタンプハガキをご提

示ください。オリーブオイル対象メニューのお食事や

対象の商品の購入でスタンプが押されます。

スタンプ数に応じて､抽選で賞品をプレゼントします！

スタンプを集めたら、あなたのお名前、ご住所、電

話番号など必要事項をご記入の上、協賛店、江田島市

役所オリーブ振興室備えつけの応募箱に入れていただ

くか、62円切手を貼って郵送してください。

発表は発送をもってかえさせていただきます。

2018年12月20日(木) 消印有効

賞 品

パーフェクト賞(16店舗)

スタンプ８個
スタンプ３個
インスタ賞

応募方法

締め切り

お問合せ

〒737-2297 江田島市大柿町大原505番地
江田島市役所 オリーブ振興室

TEL：0823-43-1643

お名前

ご住所

アンケート

電話番号 年齢 性別

歳
男・女

※ご記入いただいた個人情報は他の目的では使用いたしません。

江田島市大柿町大原505番地
江田島市役所 オリーブ振興室

「えたじまぐるっとオリーブラリー」
係

郵送の場合、
62円切手をお
貼りください。

郵便はがき

メニューやイベント風景を撮影し「#えたじまオリーブラリー」を付
けて、インスタグラムにアップしよう！イベント期間終了後、イン
スタ賞を発表！当選者には、ダイレクトメッセージでご連絡します。

７ ３ ７

オリーブ収穫体験隊

MIKANマラソン用 冠づくり

えたじまオリーブ･ミュージアム祭典

MIKANマラソンふれあい産業まつり

えたじマルシェ

オリーブオイル講座

※イベント参加によるスタンプの押印は2つまでとなります。

２ ２ ９ ７

2018年10月６日(土)

～12月16日(日)

主催：江田島市オリーブ振興協議会

11/23(金･祝)10:00～
江田島オリーブファクトリー周辺

江田島のオリーブ大収穫祭

オイル・新漬け販売／クラフト体験

11/4(日)9:30～15:00
鹿田公園(沖美町)

オイル・新漬け販売／オリーブ相談室

オリーブ冠・スワッグづくり体験

10/21(日) 8:00～14:00
大柿高校(大柿町)

オイル販売／オリーブ相談室

パネルやオリーブ冠を使った写真撮影

10/19(金)13:00～17:00ごろ

江田島市スポーツセンター(能美町)

１つ約30～40分で完成します。

参加できる時間にご参加ください。

10/16(火)･19(金)･20(土)･27(土)
11/3(土･祝)～４(日)【宿泊プランあり】

市内オリーブ園地

※各イベントに関する 詳しいお問い合わせは
江田島市オリーブ振興室(0823-43-1643)まで

新漬け講習会 10/6(土)13:00～
大柿市民センター 参加費：500円

搾油見学 10/27(土)18:00～
江田島オリーブファクトリー
参加費：大人2,000円･子ども1,000円
※搾りたてオイルの試飲あり

※パーフェクト賞は16店舗すべて押印された方が

対象です。イベント参加の有無は関係ありません。

平成30年7月豪雨を乗り越え、
江田島市は元気です。

安芸の島の実 江田島搾りプレミアム（10,000円相当） 1名様
安芸の島の実 ワールドコレクション（200ml･2,700円相当） 5名様
安芸の島の実 ワールドコレクション（100ml･1,500円相当） 5名様
江田島市特産品詰め合わせ（1,500円相当） 1名様

安芸の島の実 江田島搾りプレミアム
エキストラバージンオイル
（栽培期間中農薬不使用）

Q1.江田島市がオリーブ振興に取り組んでいることをご存知でしたか？

A.知っていた B.今回の企画で知った

Q2.スタンプラリーを何日かけて回られましたか？

A. 1日 B. 2日 C. 3日以上 D. 1週間以上 E. 1か月以上

〈きりとり〉



イベントでスタンプGET！

〈きりとり〉

(藤三大柿店
駐車場内)

オリーブオイルの健康効果
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四季の味 ひらの13
期間中､｢造り定食｣の一
品に“オリーブオイルコ
ロッケ”が登場｡“具”と“玉
ねぎソース”へのダブル
使いがうまさの秘訣。

江田島町切串5-1-7

0823-43-0080

休：水曜･第3火曜 P：あり

造り定食(ランチタイムのみ)

850円
11:00～14:00・17:00～22:00

※イベント参加によるスタンプの押印は2つまでとなります。

紅来軒16
新感覚！｢中華そば｣×｢ミ
ートソース｣｡オリーブオイ
ルを絡めた麺と手間暇かけ
た特製ソースの最強コラボ。
お好みで追いオイルも！

江田島町中央3-2-20

0823-42-2656

休：火曜 P：あり

ミートソースそば
600円

※平日･ランチタイム限定11:30～13:30･17:00～21:00

キッチン＆カフェ hama11
ニンジンとオリーブオイ
ルが入ったしっとりふわ
ふわのシフォンケーキ。
追いがけオリーブオイル
でさらに風味アップ！

大柿町柿浦2069

0823-57-2211

休：水･日曜･祝日 P：あり(15台)

にんじんのシフォンケーキ
追いがけオリーブオイル

コーヒーセット 250円
※ランチを注文された方のみランチタイム 11:00～14:00

きまぐれ亭10
人気の釜玉うどんにオリ
ーブオイルをひとまわし。
たっぷりかけるのがオス
スメ！その他、炒め物に
もオリーブオイルを使用。

大柿町大原1086-3

0823-57-5711

11:00～14:30

休：日曜･祝日 P：あり(10台)

オリーブ釜玉うどん
420円

お好み焼き＆カレーすず9
たっぷりのオリーブオイ
ルで｢ふわっ｣｢とろっ｣っ
と焼いた半熟卵のトッピ
ング。お好み焼きにもカ
レーにもどうぞ！

大柿町大原261

0823-57-2030

11:00～14:00

休：土･日曜 P：あり

トッピング
オリーブふわとろ卵

100円
(藤三大柿店

駐車場内)

Café OLIVE & LIME2
瀬戸内海を一望できるロ
ケーション。目の前に沈
む夕日は必見！ゆったり
と流れる時間と心地よい
空間をお楽しみください。

沖美町畑1252-4

0823-48-0566

10:00～日没

野菜サラダ 500円
ソフトクリーム オリーブオイルがけ 500円

マルゲリータ 800円

P：あり(9台)休：月･火曜(祝日の場合は営業）

川口農園きゃとりーぶ5
オリーブの実を摘んで、
マイオイルを搾りません
か？ハートリーフのフォ
トカード作りやオリーブ
茶でまったり一服も。

(所要時間2～3時間)

能美町鹿川2215

090-5709-8002

休：月･木曜 P：あり(2台)

マイオリセット
おひとり 1,500円

10:00～16:00[要予約・1日1組(2～3人)限定］

すし柳4
リピーター率が高い｢い
かアスパラうに炒め｣と
旬の秋刀魚を揚げ､洋風
にマリネした創作料理。
どちらも絶品です！

能美町中町4868-1

0823-45-4560

休：月曜 P：あり

さんまフリットマリネ 756円
いかアスパラうに炒め 1,296円

11:30～14:00(L.O.13:15）
17:00～22:00(L.O.21:15)

かふェ渚1
渚オリジナルコーヒーを
使用したコーヒーゼリー。
甘みと苦みの2層のゼリ
ーに｢安芸の島の実チリ
ブレンド｣をひとまわし。

沖美町三吉2717

0823-47-0016

7:00～14:00

休：月･火曜 P：あり(6台)

コーヒーゼリー
450円

徳永豆腐直売店島の駅豆ヶ島6
エキストラバージンオリ
ーブオイルを100％使用
した、国産丸大豆100％
の手造りざる豆腐。大豆
の甘みが引き立ちます！

大柿町飛渡瀬601-13

0823-40-3038

11:00～16:00

休：火曜 P：あり(13台)

江田島オリーブ豆腐
580円

江田島オリーブファクトリー7
地元食材を使ったピッツ
ァやパスタなどに6種の
オイルかけ放題！オリー
ブオイルのおいしさ、楽
しさをご堪能ください。

大柿町大君862-3

0823-57-5656

11:00～18:00(L.O.17:00）

休：月曜(祝日の場合は翌日） P：あり

レストランのお食事
全メニュー対象

さんきゅー12
オリーブオイルを混ぜたオ
リーブオイルマヨネーズと
醤油のコンビネーション
は美味！野菜炒めを卵で
くるっと巻いた一品です。

大柿町柿浦2091

0823-57-3999

11:00～14:00・18:00～

休：木･日曜の夜 P：あり(20台)

さんきゅー焼き
600円

Shirasuya e’s3
オリーブオイルを和えた
しらすをこぼれんばかり
にのせたピザ。オイルが
染みたパンとトマトをと
ろっとカマンベールで♪

能美町中町4941-1

090-2801-4409

14:00～24:00

休：火曜･第1月曜 P：あり(2台)

たっぷりしらすとネギのピザ 1,500円

しらすや 焼きカマンベールフォンデュ
1,200円

9:00～16:00

なりや14
ブラジルの家庭料理｢パ
ステイス｣｡焼酎を入れた
生地の風味と､オリーブ
の実､ひき肉､ジャガイモ
など具材のハーモニー♪

0823-44-1078

休：木曜 P：あり(桟橋駐車場)

江田島町切串3-1-1
切串桟橋２階

パステイス(持ち帰り) 500円
パステイスランチ 800円

手作りパンの店 もみの木15
住宅地にひっそりとある
小さなパン屋さん。オリ
ーブオイルを使ったピザ
とグリッシーニは、やめ
られない､とまらない！

0823-42-1985

6:00～18:00

休：水曜 P：なし

ピザ[ちりめんじゃこ･チリソース]
1枚 130円

グリッシーニ[プレーン･ローズマリー]
1本 20円

江田島町小用3-11-12

てくてくのさつまいも本舗8
紅はるか使用の特製芋餡
がぎっしり詰まった二重
焼きにほろ苦いオリーブ
オイルのマッチング｡食
べすぎ注意の逸品｡

大柿町大原261-1

0823-57-6868

10:00～18:00

休：火･水曜 P：あり

二重焼き
180円(藤三大柿店

駐車場内)


