抽選券付きガイドブック（掲載店舗の特典付き）販売 500円
品海公園・聖蹟公園・品川宿交流館・青物横丁にて販売
■ 東京ディズニーランド １DAYパスポート・・・・・・・・・・・・・・・・・10 名様
■ 湯河原温泉ホテル城山 ご宿泊ご招待・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 組 4 名様
■ 第一ホテル東京シーフォート レストラングランカフェバイキング・・・・・４組８名様
■ ニューオータニイン東京 レストラン
「舟茶屋」
ディナー食事券 ・・・・・・・2 組 4 名様
■ 品川プリンスホテル リュクスダイニングハプナ ディナー ・・・・・・・・2 組 4 名様
■ 品川プリンスホテル リュクスダイニングハプナ ランチ ・・・・・・・・・4 組８名様
■ 品川プリンスホテル メインタワー ツインルーム宿泊券・・・・・・・・・3 組 6 名様
■ 東京マリオットホテル ご宿泊ご招待
（朝食付き） ペアー ・・・・・・・・・1 組 2 名様
■ ホテルサンルート品川シーサイド ご宿泊ご招待
（朝食付き） ペアー ・・・・1 組 2 名様
■ 東京コカコーラボトリング コカ・コーラ ミニ缶 30 本入り ・・・・・・・・・5 名様
■ ADIVA＆プジョースクーター ヘアスタイリングミスト＆タオル・・・・・・・・5 名様
■ ミツワヤ コーセー プレディアファンゴ シャンプー & ヘアマスクセット（2,700 円相当）
・・5 名様
■ ロゼット化粧品 化粧品詰め合わせセット 8,000 円以上 ・・・・・・・・・・・20 名様
■ ＦＣ東京 FC 東京 20 周年記念 T シャツ
（非売品）・・・・・・・・・・・・・・2 名様
■ ＦＣ東京 FC 東京 vs ジュビロ磐田
（11 月 10 日㈯ 14:00 キックオフ）・・・5 組1０名様
■ 屋形船 船清 屋形船ペア乗船券 21,600 円・・・・・・・・・・・・・・・3 組 6 名様
■ 焼肉おもに 本場韓国の
「母」
から引き継いた味 焼肉お食事 ・・・・・・・・・・5 名様
■ そば処いってつ 「品川宿そば おいらんそば」 2000 円食事券 ・・・・・・・・5 名様
■ KAIDO ブック＆カフェ スペシャルティーコーヒー 1 か月飲み放題チケット（8,000 円相当）
・・2 名様
■ スラップショット 品川職人組 T シャツ＆品川歌留多・・・・・（M）3 名様（L）3 名様
■ 焼肉 BambaMeat お食事券 3,000 円 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 名様
■ 東京サラヤ ヤシノミ洗剤プレミアムパワー２４０＆付け替え ・・・・・・・・・・ 20 名様
■ 東京サラヤ ELEFOAM pot DU -6 ＆ヤシノミ洗剤５００m１スパウト ・・・・・・・5 名様
■ 宿場まつり実行委員会 おいにゃん・おいらん T シャツ
（M・L・XL）・・・・・・6 名様
☆抽選の上賞品の発送をもって発表とさせて頂きます < ホームページにても発表いたします＞

聖蹟公園日本各地の恵み「美味しい食と物産」

北浜公園 美味しい各国の料理
トルコレストラン DEDE

美味しいホテル村 北浜公園 30 日
11 時より開催〜 17 時
Mr.Chicken 鶏飯店
ホテルサンルート品川シーサイド
今話題のシンガポール
「チキンライス」
、
ベトナムチキンカレー、
シンガポールビール
大和芋お好み焼
とことこ
ジャーマンステーキ、
フランクフルト、
ベトナム風焼き鳥、
から揚げ、
ドイツビール、
いちご・マンゴーかき氷
フライドポテト
リンガキッチン
第一ホテル東京シーフォート
アメリカンロングポテト、
インドから揚げ、
ビーフブロシェット
（串焼き）
もちもちポテト、
牛串
ニューオータニイン東京
ギャラリー SAY
ビーフカレー・ナン添え（ライスなし）
エチオピアカレー、
骨付きラムリゾット、
東京マリオットホテル
スモークチキングリル
ホテル特製ホットドッグ、
肉の米松
サーロインステーキ串、
本格鉄板ヤキソバ
ホテル特製カレーパン
プレミアムトレジャース
トルコチキンドネルケバブ、
トルコ焼き菓子

スモークチーズ、
鶏ハム、
ゆでアスパラ、
クラフトビール、
ノンアルコールビール
キューバサンドイッチ、
フレンチフライ、
コーヒー、
カクテル、
ビール

スラップショット

わたあめ、
ポップコーン

しながわ観光協会

しながわ土産コーナー
しながわ観光フェア スタンプ場所

29 日 ( 土 )11:00 〜 20:00
30 日 ( 日 )10:00 〜 18:00

土曜日 10:00〜20:00 北馬場参道通り商店街
●ご来場の際は、京急各駅をご利用ください。
12:00〜20:00 旧東海道・八ッ山踏切→品川橋 ●自転車での通行は歩行者保護のためご遠慮下さい。
日曜日 10:00〜20:00 北馬場参道通り商店街
●旧東海道、聖蹟公園、北浜公園等に駐輪場はございません。
10:00〜20:00 旧東海道・八ッ山踏切→品川橋
10:00〜17:00 旧東海道・品川橋→品川寺
が車両通行止めとなります。又駐車場もございません、

北浜公園・子ども冒険ひろば
9 月 29 日 ( 土 ) 11 時〜 18 時
北浜こどもミュージアム開催

北浜の遊びの中から生まれた、
素敵なもの、
面白いもの、
怪しいものの数々を紹介します。
また写真もたくさん展示します。
ミュージアショップでは、
こども冒険ひろば
の日常を感じるものを販売いたします。
お楽しみに。

しながわこども冒険ひろばの
パネル展示コーナー

子どもたちの自由な遊び風景と冒険ひろばの
案内パネルおばちゃんちが作った物品販売
お菓子・置物・おもちゃ

北浜公園２９日 ( 土 )３０日 ( 日 )
■アクアドームを親子で作ろう
■恐竜すくい、
落書きせんべい、
おもちゃくじで遊ぼう

北浜公園 30 日
（日）

■品川紋次郎が遊びに来るよ！
12 時 00 分・15 時 30 分北浜公園登場

TMMT 寺田倉庫

北海道沼田 トマトジュース、
ケチャップ 幌加内 特産そば ( 乾麺・粉 ) 小平 タコの燻製、じゃがバター
秋田市 きりたんぽ鍋、サツマ・スティック、
スパイシーチキン、 秋田横手 横手焼きそば、いぶりがっこ
秋田 ババヘラアイス、チョコマント、日本酒、つまみセット 山形 玉こんにゃく、山形焼きそば、
特産品
みやぎ石巻 牛タンつくね串、
ぶたんぽ、地酒 宮城 仙台牛タン焼、定義山三角油揚げ焼、ずんだ餅、
岩手・三陸 牡蠣のがんがん焼き、
ホタテ浜焼き、一本松牡蠣の蒸焼き、スルメイカゲソ焼き
石川能登 能登牛・豚串焼き、
能登豚ソーセージ、地ビール 能登 さざえ壷焼き、
能登塩、焼きイカ
南信州・飯田 長野県下伊那産果物
（なし、りんご）
、色々な野菜、鶏卵、
ジャム、ドライフルーツ
千葉鴨川 海鮮串焼き
（いか、いいだこ、赤西貝）、千葉産干物、( あじ、さば、
えぼ鯛 )、ところ天
新潟十日町 魚沼コシヒカリ、
杵つき餅、産直野菜 品川 品川縣ビール、生ビール、サワー
品川宿 豚・鹿フランクフルト、
リンゴ発泡酒 東京墨田 地ビール（北斎、フルーティー）、唐揚げ
品川宿 牛肉焼き
（ハラミ・ホルモン）、ビール、 東京板橋 おでん、コーヒー、瓶入りジュース
八王子高尾 三福だんご（藁焼き台で炭火焼き団子） 江戸前 飴細工 ( 職人の素敵な実演販売 )
神奈川大和 焼小籠包 ( 相模豚 )５味、ソフトクリーム 高知 ミレービスケット、芋けんび、高知県産品
大阪 日本一の大きさジャンボたこ焼き、けずりいちご氷菓、 大分中津 中津唐揚げ
南さつま 黒豚ステーキ、黒豚肉巻きおにぎり、金柑ジャム、黒豚味噌、らっきょうの酢・塩漬け
さつま 西郷丼
（鹿児島黒豚角煮）、焼酎 南さつま市 長命草・つわぶきの佃煮、、
黒豚角煮、
沖縄県ゆいゆい国頭 沖縄フルーツかき氷、沖縄風ぜんざい、安納芋、チーズタルト、炭酸泡盛

実行委員会、品川警察より交通規制のお願いとご注意

29 日 ( 土 )11:00 〜 19:00
30 日 ( 日 )10:00 〜 18:00

30 日（日）北浜公園ライブステージ
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:45
14:15
14:45
15:30
16:15

小田原宿の伝統芸
（外郎売口上）
品川区 3 競技応援キャラクター出陣！
品川紋次郎しながわオリジナルソング＆ダンス
AOYOKO DANCE CENTER
singer haru
（シンガーソングライター）
品川学院エンタ部によるダンス
JMO（ジャズ / 在日本スイス共和国大使館後援）
バナナのタタキ売り
品川紋次郎しながわオリジナルソング＆ダンス
みんなで歌おう！あやかな童謡 100 周年ステージ

29 日（土）聖蹟公園ライブステージ
11:00 地域ダンスサークルのパフォーマンス
11:15 あそびうたグループ「あしたま」うたであそぼう
11:45 東・北品川児童センター親子のひろば 発表
12:00 東児童センターダンスクラブ 発表
12:30 子供たちの楽しいパフォーマンス 終了
12:45 JMO（ジャズ / 在日本スイス共和国大使館後援）
13:15 各地の恵み・出店ブースの PR コーナー
14:30 品川学園の吹奏部による演奏会
15:00 小沢あきこ（飯田市親善大使）歌謡ステージ
15:45 八潮高校生による和太鼓の演奏
16:30 品川吹奏楽団の演奏会
17:15 侍円武 雪刃（殺陣によるステージ）
17:45 MYST（和装侍バンド）のステージ
18:30 小沢あきこ（飯田市親善大使）歌の夕べ
19:00 スラップショットのトーク
19:15 おいらん道中顔見世！！
「オリジナル手ぬぐいプレゼント」300 名様（抽選）
「品川宿オリジナル T シャツ 6 名様プレゼント（抽選）

聖蹟公園 30 日
（日）

■飴で鳥や動物作り！見てね‼

２９日 ( 土 )

30 日（日）聖蹟公園ライブステージ
10:30 八潮太鼓の会による和太鼓演奏
11:00 AOYOKO DANCE CENTER
11:30 JMO（ジャズ / 在日本スイス共和国大使館後援）
12:00 みんなで歌おう！あやかな童謡100周年ステージ
12:30 小田原宿の伝統芸「外郎売口上」
13:00 人祭会による「よさこい演舞」
13:30 竹中流備中伝の古流武術
14:00 大元組による和太鼓演奏
14:30 座・芝居屋による殺陣パフォーマンス
15:00 東海中学吹奏部の演奏会
15:30 品川学院エンタ部によるダンス
16:00 singer haru( シンガーソングライター）ステージ
16:45 中里亜美（品川出身の歌手）によるステージ
17:30 フイナーレステージ！
都合によりスケジュール変更の場合があります

