阿波市の「素敵」を探す旅人募集
スマホやカメラで撮影して FB へ投稿してね

まち歩きで疲れた身体を癒して下さい

土柱休養村センター

阿波市の素敵な場所、人、食べ物などを探し続けて2年余りになります。
私たちがまだ見つけていない素敵な阿波市を、見つけてくれる旅人を募集します。
阿波市を巡る中で「素敵」
を見つけたら、スマホやカメラで撮影し、
「阿波まちアラカルト2018」のFBぺージへ投稿してください。
素敵を採用させていただきました投稿者様には

営業時間／午前10：00〜午後10：00
定休日／木曜日

阿波まちアラカルト参加店の商品をプレゼントいたします。

入浴料 Charge

応募方法

大人（中学生以上）
… 500円
小人（3歳以上）
… 250円

❶ . 下記要領にてスマホやカメラで撮った画像を、

「阿波まちアラカルトの 2018」へ投稿してください。

❷ . 撮影場所は阿波市内限定でお願いします。
❸ . おひとりさま 3 点まで
❹ . 募集期間 2018 年 9 月 20 日〜 2019 年 5 月 31 日
❺ . 内容
❻

阿波市阿波町北正広205-1

阿波市内で出会った素敵な人、素敵なもの。
素敵な出来事、素敵な風景などを見つけてください。
.「素敵」を探す基準（阿波まちアラカルトの参加条件に準じます）
項 目

NO

素敵の基準

1

人

何かを作ったり販売をしている人で
阿波市に住んでいる人
または仕事場、販売所が阿波市にある人に限定します。

２

飲食関係

阿波市産食材を２種以上使用しているもの
防腐剤等使用していないもの

3

雑貨

阿波市内で製造または販売する手づくりのもの

4

イベント

阿波市内で行うイベントで独創的なもの

5

農業・工業

特色があり、農産物は無農薬、
または減農薬のもの

6

絶景スポット

阿波市内にある素敵な風景など

7

持続可能な取組み

人、社会、環境に配慮している店舗など

お問合わせ：阿波まちアラカルトの会事務局 090-2896-0074（井原）
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TEL.0883-35-5471

ボルダリング
スペースもあるよ！

エシカル消費宣言

私たちは地域の皆様の日々のお買い物を通じて
エシカル活動の浸透を図りながらエシカル消費の促進に取り組んでいます。
無料送迎バスも
運行しています

（阿波町・市場町・山川、学方面）

ニコニコこども食堂に
協賛しています。

（毎月25日にアワーズ内で開催中）

毎週土曜日は
土曜タダ市を開催しています。

（あなたのお買物がタダになるかも？）

ショッピングプラザアワーズ

〒771-1703 徳島県阿波市阿波町伊沢田88番地の1
【電話番号】0883-35-7770 【営業時間】9：00〜20：00（マルヨシは21：00）
【facebook】https://www.facebook.com/shoppingplazaours/
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みんな笑顔になる

三木肥料

しぼりたて牛乳

旬摘み特産！
ご当地ジェラート

つ
いに立
道路沿
が目印！
この看板

すだちハニー

今いちばんの

おすすめ！

株式会社三木肥料
代表取締役

三木

真一

阿波ノ北方農園

作りたてジェラートのお店です。

ブランド米コシヒカリ
︵ 阿 波ノ北 方 米 ︶を
始 めとして獺 祭︵山田錦︶
や
有機のこだわった野菜の栽培・販売

徳島県阿波市で愛されて20年、
こころとからだと自然に優しい

手作り無添加の加工品の販売

徳島県阿波市阿波町大道北190-1
Tel＆Fax 0883-35-3912

米ぬかフリカケ︑阿波市の特産物認証の
季節のむてんかじゃむ︑
干し柿︑
ドライトマト等

そして新たに阿波ノ北方米で作った
微細粒の米粉が仲間入り

イタリアンジェラート ドルチェ

政府指定米穀業 米穀類低温倉庫業 肥料 農薬 農資材販売
地元の人たちと一緒になって阿波市の農業をプロデュースします。

可愛い雑貨がいっぱい♪

Dolce
PLUS

ナ チュラル 雑 貨

35名の作家さんたちの丁寧な仕事
ガーデニングが楽しくなるグッズ
暮らしを素敵にする小物を揃えました。

ドルチェ＋
徳島県阿波市
阿波町大道北190-1
Tel＆Fax
0883-35-3912
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“すごすぎる性能の家”建てています。
ZEHビルダー認定店で、BELS評価認定取得
パッシブ設計・HEAT20G１グレード標準仕様
室内温度から家の断熱をを考える会社です。

■本社

プロジェクトホームのオフィシャルサイト

http://www.projecthome.jp

プロジェクトホーム
（株式会社敬工務店）

〒771-1614
徳島県阿波市市場町犬墓字大北93-3
TE L : 0883-36-2966
FAX : 0883-36-6644

■市場営業所

〒771-1610
徳島県阿波市市場町香美字西野神155-3
TEL : 0883-36-7321
FAX : 0883-36-6644

■プロジェクトホーム PH設計事務所

〒771-1610
徳島県阿波市市場町香美字西野神155-3
TEL : 0883-36-7321
FAX : 0883-36-6644
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印刷工場に泊まる
活版印刷全盛の頃から印刷を続けてきた老舗印刷会社の工場を
泊まれる工場としてリノベーションしました。

造園業を行っている
阿波市の会社です︒
様々な植物と材料を使い︑
お客様の思い描く
お庭を実現します︒
是非︑
あなたのこだわり︑
造園のイメージを伝えて下さい︒

明るくポップな吹き抜けの空間に、レトロな質感、
アナログ感たっぷりの活字など新旧入り混じった空間です。
ホステルだけでなく、コワーキングオフィスやカフェの要素も合わせ持つ、
"コリビングスペース"「 ADLIV」は、自分らしく自由に楽しんでいただき、
ゲスト同士のゆるやかな横のつながりやプロジェクトを創出。

SHARE しながら
自分らしく自由に楽しむ、暮らしながら働く
新しいライフスタイルを実現します。
Address
〒779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字若宮南131-2

771-1615 徳島県阿波市市場町大影字平間64-1

https://www.adliv-tokushima.com

TEL.090-2891-8604

Tel.0883-52-1643

駐車場完備

ADLIV HP

MAP

金賞受 賞

連続
2年

阿波郡東部農業協同組合

JA夢市場

大吟醸瓢太閤は、平成30年全国新酒
鑑評会で金賞を受賞しました。

徳島県産杉の香りのする
癒しの農産市

〒 771-1627
徳島県阿波市市場町大野島字野神77-1

N

徳島自動車道土成ICから国道318号を南へ
県道12号鳴門池田線を西へ車で約10分

●営業時間 9：00〜18：00
●無休（但し年始・臨時休業は除く）
●TEL 0883-36-5332
●FAX 0883-36-5202
●HP http://jayumeichiba.jp
●mail ja̲yumeichiba@mild.ocn.ne.jp
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賞

⑩番
切幡寺

土成IC

〒771-1505 阿波市土成町郡176番地
TEL.088-695-3238

徳島自動車道

←池田
●
うどん亭
八幡

大久保内科
●
県道

鳴門→

12

JA夢市場

鴨島→
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心 が 満たされたあとに、体 の 癒し処 へ
入浴料金
●大人（中学生以上） 600円［税込］
●子供（3歳以上）
300円［税込］
（3歳未満）
無料
●障がい者
500円
［税込］
（証明できるものをご持参ください）
和の湯 大浴場

岩盤浴料金（女性専用）
●会員の方 120分
400円［税込］
（年会費1,000円［税込］
が必要です。）
●一般の方
90分
600円［税込］
※入浴料別途 ※作務衣・バスタオル・水付
※岩盤浴のみのご利用はできません。

宴会料理（予約制）
宴会料理 3,500円〜［税・サービス料込］
※10名様〜

岩盤浴

※送迎・お風呂付

内容などご相談に応じます。

776-0010
徳島県吉野川市鴨島町鴨島224-1
Te ：
l 0883-24-5050
Fax：0883-24-9292

シングル一泊
（朝食・駐車場付）5,650円
（税込）

食のギャラリー（日々食彩）
地元農家朝採り野菜、旬のフルーツを
はじめ、
日用雑貨や郷土のお土産まで
多数取り揃えております。

秋月定食 1,800円

阿讃の麓に湧く極上湯

そのほか、
カラオケルーム、整体・足つぼ、
スパエステなどの設備もございます。
詳しくは、
ホームページをご覧ください。

www.goshonosato.com

徳島県阿波市土成町吉田字梨木原1番地
TEL

088-695-4615

・ツインルームは2名様で10,250円（税込）
です。
・全35室（シングル33室、
ツイン2室）

771-1506
徳島県阿波市土成町土成字寒方51-4
Te ：
l 088-695-2200
Fax：088-695-5600

シングル一泊（朝食・駐車場付）5,650円
（税込）
・デラックスシングルは6,150円（税込）、
・ツインルームは2名様で10,250円（税込）、
・デラックスツインは2名様で11,300円（税込）
です。
・全52室（シングル38室、
デラックスシングル10室、
ツイン2室、
デラックスッツイン2室）

FAX088-695-4617
［ご利用時間］
午前10時〜午後11時
（最終受付10時）
［定休日］第4水曜日
無料駐車場 200台
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