№

②

光楽菜館
⑥
（お食事）

⑨

⑭

⑮

刀剣春巻

㉑ プラザハマダ

🍴

・11:30～14:00、17:30～21:00
・日曜日（ただし、期間中は営業）
・0284‐43‐2117
・伊勢町1-2-1両毛ビル1F

みそ山姥切チャーシューメン
（税込８５０円）

㉒ かぎ十番

🍴

・11:30～14:00、17:30～21:30
・月曜日（8月5日（土）は昼のみ営
業
・0284‐41‐5465
・伊勢町3-1-4

・～夏の陣～復活！刀剣餃子！
・５００円以上の食事＋史跡足利学校入学証の提示で杏仁
豆腐、アイスウーロン茶、アイスジャスミン茶いずれかを
サービス。（足得パス、栃木パスポートなど他のサービスとの
併用は不可）

㉗ ４ｓｅａｓｏｎ

手もみそば いけもり
（お食事）
🍴

麺や松
④
（お食事）

⑧

⑳ Ｏｌｉｖｅ（おりーぶ）

店舗名

㈲金竜
③
（お食事）

⑦

・足利三種盛り 國廣感謝祭ver
・店舗独自の「札」の提示で、もちとだんごをサー
ビス

🍴

・営業時間
・定休日
・連絡先
・住所
・11:00～15:00、17:00～20:00
・月曜日（夜）、火曜日
・0284‐43‐0731
・宮北町1-2
・11:30～14:00、17:00～21:00
・木曜日
・0284‐41‐2636
・伊勢町2-4-29

・11:30～14:30、17:00～21:00
勉強亭本店
・火曜日
・0284‐42‐4907
（お食事）
🍴 ・伊勢町3-2-3
・11：30～15：00
がじゅまるの家
・不定休
・090‐1408‐9917
（お食事）
🍴 ・伊勢町1-2-7
・11：00～22:00
チキンハウス
・なし
・0284‐22‐7760
（お食事）
🍴 ・伊勢町3-10-2
・11：00～19:00(L.O.)
レストラン ロイアル ・月曜日(祝日の場合は翌日)
・0284‐41‐1823
（お食事）
🍴 ・有楽町837

あしかが逸品堂
（お食事）
🍴

日本料理 蝶や
㉔
（お食事）
㈲銀釜
㉕
（お食事）

・11：00～15:00(木・金・土は17:00～
22:00も営業)
・月曜日(7/29(土)、8/5(土)も休み)
・090‐1420‐8595
・通1丁目2702

名残の名刀
（あじフライとからりこシューマイ）
・足利攻め 角煮ドーン（丼） 950円 1日20食
・とーけんやまんばぎー（さーたーあんだぎー） 1本250円 1
日30本
・オリジナルマグカップ 1,000円 限定100個
・オリジナルTシャツ 2,800円 限定30着

🍴

・11：30～14：00（L.O.）、16:30～
20:30（L.O.）
・水曜日
・0284‐21‐2657
・通2丁目2627

・11:00～22:00
・月曜日
・0284‐41‐1000
🍴 ・昌平町2359

№

店舗名

（お買い物・その他）

（お買い物・その他）

（お買い物・その他）

（お買い物・その他）

㉝ ウチダメガネ

（お買い物・その他）

㊲ アキュ

（お買い物・その他）

・刀剣ラブ♡からあげ
・國廣感謝祭特製 足利名物ポテト焼きそば

㊳ キムラ美容室

・史跡足利学校入学証の提示ｏｒコスプレでご来店し、お食
事注文の方に限りドリンクバーを無料サービス
・刀剣デザート各種（パフェ等）
・刀剣トルネード他

㊵ フルーツ いでい

・國廣棒 300円
・刀剣丼 1,000円

㊺ わいわい絆

・11:30～14:00、17:00～20:30
再演！山姥切！栃木和牛のたたき丼
・水曜日
・0284‐41‐2456
（ローストビーフ丼） 1,200円
🍴 ・通2丁目2652

相田みつをゆかりの店 ・11:00～(売切次第終了)
・火曜日(ただし、8月1日は営業)
㉘ めん割烹 なか川
・0284‐41‐2322
（お食事）
🍴 ・通2丁目2659

銀丸本店
㉚
（お食事）

内容

・本多流真剣必殺丼（オリジナルソースかつ丼、香の物、お
吸い物付） 1,200円（税込）
・誉セット（本多流真剣必殺丼と三名槍やきとり 1,500円
（税込）
※昼・夜各20食限定
・にしんそば（相田みつを風）改め「刀剣にしんそば」。全国
からたくさんの方が食べにくる。つい最近もＴＶに登場した名
物にしんそばを刀剣風にしました。老舗ならではの歴史を感
じながらお楽しみ下さい
・史跡足利学校入学証提示で、「水わらびもち」をサービス

・営業時間
・定休日
・連絡先
・住所

（お買い物・その他）

（お買い物・その他）

（お買い物・その他）

👜

・平日 10:00～19:00、土日祝日
10:00～18:00
・木曜日
・0284‐22‐7022
・通2丁目12-1

内容

國廣感謝祭特製オリジナルトートバックなど

👜

・10:00～19:00
・月曜日
・0284‐41‐2301
・通2丁目12-11
・10:30～18:30
・土曜日(期間中は営業)
・0284‐42‐7667
・通2丁目12-14
・11:00～18:00
・月曜日
・0284‐22‐7848
・昌平町2364

👜

・冷たい飲み物サービス
・10:00～18:30(期間中は19:30まで)
・お荷物預かり
・水曜日
・オリジナルアクセサリー
・0284‐22‐0181
・オリジナルトートバック（限定20枚）
・井草町2387
・國廣３振～夏の陣～珈琲ドリップバッグセット（お土産用）

👜

・11:00～19:00
・木曜日、日曜日
・0284‐22‐7805
・通3丁目2614 1F

布袋国広クッション
布袋国広キーホルダー

👜

・8:30～18:30
・火曜日（第１・３日曜日の次の月・
火曜日は連休）
・0284‐21‐2649又は0284-21-9848
・通3丁目2762

・「刀剣コーム」１８目直刃手付コーム（白ｏｒ黒）
・「國廣美髪お泊りセット」１００％アミノ酸シャンプー＆トリートメント
・流感フォトロケーションスポットあり！
・ご来店で「氷冷リフレッシュサービス」。頭皮を瞬間冷却し、ひん
やり爽快感をプレゼント＆冷茶を無料サービス

👜
👜

👜
👜

Beer-Café ELLE
⑤ （喫茶・カフェ・軽食）

☕

珈琲処 晴れ晴れ
⑫ （喫茶・カフェ・軽食）

☕

珈の菓 まちなか店

⑯ （喫茶・カフェ・軽食）
☕

菓子工房
史跡足利学校入学証を提示し、食事を注文され
Citoron-Praline
㉓
た方に、お楽しみサービス
（喫茶・カフェ・軽食）☕

・9:00～18:00
・水曜日
・0284‐22‐0360
・通3丁目2778
・10:３0～18:30
・不定休
・090‐6949‐5220
・通4丁目2553-2
・10:00～23:00（土曜日は16:00まで）
・日曜日・祭日
・0284‐41‐3529又は0284-42-4927
・伊勢町1-1-13

・山姥切国広チョコミントパフェ（刀剣クッキー付）
800円（税込）
・布袋国広よだれ鶏冷やし麺（刀剣クッキー付）
900円（税込）
店頭にて、先着50名様にロゴ入り竹製うちわを無
料配布します。（お1人様1回のみ。1本限定）更に
ご利用いただいた場合には、お好きな缶ドリンク
をプレゼントします。
・「國廣降臨」メープルパイ
・ふわふわミルクの「山姥切国広」カフェオレ
・ふわふわソイ（豆乳）の「山姥切国広」ソイラテ

日光連山の弱アルカリ性自然水を冷たく
冷やして、竹コップで無料サービス

國廣感謝祭特製クッキー

國廣感謝祭特製パフェ

・10:00～18:00
・水曜日、第２第４木曜日
・0284‐64‐9785
・大町2-3
・10:00～18:00
・月曜日
・0284‐70‐5234
・通1丁目2673-1

・山姥切國廣 珈琲ソフトクリームデザートプレート
（店内飲食メニュー）
・國廣３振～夏の陣～ 珈琲ドリップバッグセット
（お土産用）
・布袋国広ブレンド、プリン、クッキー＆布袋国広ドリップバッ
グ、水だし珈琲、カフェオレベース
・山姥切国広ソフト、国広プリンクレミアのせ
・ご希望の方、シャッター押します。＆史跡足利学校入学証
の提示で割引サービス

・10:00～19:00（8月5日は22:00まで
営業）
・水曜日、第３木曜日
・0284‐42‐5613
・通2丁目2656-3

・刀剣プリントクッキー
・刀剣スティックケーキ
・國廣感謝祭～夏の陣～限定ラッピングサービ
スいたします。

🍴
㉞

鳥常分店
（お食事）

・11:30～19:30
・水曜日
・0284‐21‐2086
🍴 ・雪輪町2485
・17:30～0:00
・火曜日
・0284‐21‐9683
🍴 ・巴町2540

㉟

やきとり 美川
（お食事）

㊴

レストラン ビアンベニュー ・日曜日
・0284‐22‐3111
（お食事）

・11:30～15:00(夜は予約のみ)

🍴 ・通3丁目2776-1

九一そば 第一立花

㊼ （お食事）
㊽

🍴

・11:00～15:00、17:00～20:00
・水曜日（夜の部）（8月5日（土）夜
の部も休み）
・0284‐22‐0505
・通6丁目3222

🍴

・11:30～20:00(14:00～17:00休憩)
・水曜日
・0284‐21‐2202
・緑町1-3336

・11:30～18:00
花にかこまれて
・月曜日、火曜日
51 ガーデンカフェ南の麦
・0284‐71‐4764
（お食事）
🍴 ・八幡町245-1

⑩

⑪

⑰

⑱

⑲

國廣感謝祭～夏の陣～祭り用サービス
飲み物一品、刺身盛り一品、やきとり3本で1,000
円（8月5日（土）は除く）

・10:00～17:00
ステンドグラスギャラリー
・日曜日、祝日
昌平堂
・0284‐64‐7995
（お買い物・その他） 👜
・八椚町381-8
・9:30～20:00
美重子きもの着付教室 ・不定休
・090‐7223‐1102
（お買い物・その他）
👜 ・伊勢町3-5-3
・11:00～18:00
オフィスケイズ
・火曜日
いいねこ。のみせ
・0284-55-6724
（お買い物・その他） 👜 ・永楽町4-3
・9:30～18:30
フラワーショップ シンドー ・なし
（お買い物・その他）
・0284-42-3319
👜 ・通1丁目2672
・11:00～19:30
ＢＩＧＩ足利店
・水曜日
・0284-41-2884
（お買い物・その他）
👜 ・通1丁目2705-17-18長松ビル1F
・10:00～20:00
きんこん館
・水曜日
・0284-41-5703
（お買い物・その他）
👜 ・通1丁目2710

Café 杏奴

㉖ （喫茶・カフェ・軽食）
☕
和caféひなたや

㉜ （喫茶・カフェ・軽食）
☕

・刀剣ハンバーグ
・刀剣ケーキセット
・刀剣ハンバーグ、刀剣ケーキセットをご注文の
お客様には、ソフトドリンク1杯サービスします

㊻ （喫茶・カフェ・軽食）
☕

史跡足利学校入学証の提示で食事をした方、粗
品をサービス

青木東洋堂
⑬
（お土産）

・11:00～14:00、17:00～20:00
本町レストラン 大吉 ・火曜日、月末の月曜日
デザートサービス（アイスコーヒー、ホットコー
・0284‐21‐5533
ヒー、アイスクリーム）
（お食事）
🍴 ・緑町1-3338-1

緑町 鳥つね
㊾ （お食事）

①

お食事の方、ソフトドリンク1杯サービス

史跡足利学校入学証の提示で食事をした方、
ウーロン茶1杯サービス

かふぇ あんでぃーぶ

📦

味工房ふ～でゅ～す
㉙ （お土産）

📦

綿布問屋 たけや
㉛
（お土産）
📦

パンの販売
・刀剣ナッツ＆クランベリー
・刀剣レトロ・バケット
・刀剣ソーセージ＆野菜のピザ

㊱

香雲堂
（お土産）

國廣風アクセサリー（ステンドグラス）販売、制作
体験

㊶

大黒屋酒店
（お土産）

「近侍と共に！浴衣でいざ！足利学校へ」
着付けの指導を受け自分でゆかたを装う
・浴衣レンタルとレッスン*着付けのみもOK
*ご予約順10名様に当日「桜柄手ぬぐい」プレゼント！お問
合せはtwitterアカウント（＠camellia_style）へ

香雲堂本店
㊷
（お土産）

・期間中の来店で足利ひとみオリジナルポストカードをプレゼント
（「山姥切国広展」の際に配布したものと同じもの。枚数に限りあり）
・國廣降臨感謝。足利市の職人によるハンドメイド万能竹炭「かた
すみちゃん」2本セットをお手軽お土産として300円で販売（消臭、
調湿効果抜群）

㊸

📦
📦

📦

㈱丸川屋
（お土産）

📦

・國廣感謝祭ミニブーケ
舟定屋本店
・オーダーに応じてオリジナルの花束を作 ㊹
（お土産）
ります。
・夏のＳＡＬＥ 50％OFFのコーナー有り（期間中）
・お買い上げの方に國廣ラムネプレゼント！（期間中）
・國廣ラムネは販売もいたします。

・刀剣関連の品 セール販売
・手荷物預かり（1日100円）
・足利市通一商業会 國廣感謝祭記念スタンプ
ラリー受付所

📦

草雲羊羹本舗
㊿
（お土産）
🍴 お食事

スマートウェルネスあしかが

📦

・11:30～19:00
・火曜日
・0284‐22‐4530
・通2丁目2624前澤ビル1F

史跡足利学校入学証提示で食事の方、コーヒー
をサービス

・夏の麺 冷やしたゃうどん
・11:00～18:30（L.O.18:00）
・やまんばきり抹茶アイス
・なし
・オリジナルポストカード配布（数量限定）
・0284‐22‐7759
・8月5日（土）ご予約の方限定で、W国広の刀剣パフェ 花
・家富町2326-7 2F (新 家富町7-1)
火ver
・平日 12:00～22:00（L.O.21:20）、
日祝日 12:00～21:00（L.O.20:20）
・國廣降臨カプチーノ
・水曜日（月末1回火・水曜連休）
・ケーキのお皿にデコレーション（いざ足利）
・0284‐21‐7276
・通5丁目2823

・9:00～18:00
・月曜日
・0284‐41‐2426
・大町2-2

刀剣まんじゅう

・10:00～17:00
・月曜日
・0284‐64‐8381（本社）、0284‐55‐
5930（味工房）
・昌平町2364-4 飯嶋商店ビル1F西

史跡足利学校入学証の提示で「織姫のう
め星（国産梅『織姫』）、「昌平みそ（足利
産はちみつ使用）」を50円引き

・10:00～18:00
・なし
・0284‐44‐0024
・大門通2379
・9:00～18:30
・水曜日
・0284‐21‐4669
・通3丁目2617(商工会議所前)
・10:00～20:30
・日曜日
・0284‐2１‐2714
・通3丁目3535
・9:00～19:00
・なし
・0284‐70‐0525(本部八幡店)
・通4丁目2570
・9:00～19:00
・日曜日
・0284‐21‐4141
・通4丁目2802
・9:30～18:30
・水曜日、第4火曜日
・0284‐21‐3807
・通4丁目2812
・9:30～19:00
・水曜日
・0284‐21‐4771
・緑町1-3261

☕ 喫茶・カフェ・軽食

税込み500円以上お買い上げのお客様
に、可愛い「ガーゼ・パイルミニハンカチ」
をプレゼント致します
・商品ご購入の際、史跡足利学校入学証の提示で、「足利
陣屋せんべい」をサービスします。
・期間中、店内にて昔使われていた「古代瓦せんべい」の
手焼きの型を展示致します。（史跡足利学校から出土され
た「布目瓦」は常設で展示しています。）

とちのみレアチーズケーキ國廣感謝祭
セットの販売
史跡足利学校入学証提示でお買い上げ
の方、5％割引サービス（八幡店でも同様
のサービスを実施）
足利ゆずわいん購入の方にプチプレゼント

刀剣関連のグッズ提示の上1,000円以上
お買い上げの方に、粗品プレゼント
史跡足利学校入学証提示で羊羹・栗むし
羊羹5％引き（1回のみ利用可。入学証に
印を押します）

📦 お土産

👜 お買い物・その他

参加店及びサービス内容は、変更になる場合があります。
足利市役所 産業観光部 商工振興課作成

