
砂子

特典
サービス

16種類漢方の麻婆豆腐
100円引き

川崎区砂子2-7-9　宮ビル1階住

11:00 ～翌 4:00営

無し休

044-200-0939☎ テイクアウト有り

チャ～ボン 多福楼 川崎本店

銀座

特典
サービス お食事ご注文で半餃子サービス

川崎区砂子1-1-1住

10:00 ～翌 2:00営

無し休

044-200-9061☎ テイクアウト有り

天下一いずま 天龍 銀座街店

銀座

特典
サービス 焼き餃子半額

川崎区砂子1-1-3　2 階住

17:00 ～24:00営

無し休

044-245-8548☎ テイクアウト有り

ジャッキー餃子楼

銀座

特典
サービス よだれ鶏130円

川崎区砂子1-1-8　第32東京ビル2階住

11:00 ～翌 2:00営

無し休

044-201-4574☎ テイクアウト有り

にぃしょうわぁしょう
京急川崎駅前店

平和通

特典
サービス 単品料理、飲み物10％引き

川崎区東田町6-17住

平日 11:30 ～15:00、17:00 ～23:00
土日祝 11:30 ～22:00

営

無し休 044-221-0882☎ テイクアウト有り

萬福大飯店 川崎店

ダイス

特典
サービス ソフトドリンク110円

川崎区駅前本町 8番　川崎ダイスビル 6階住

11:00 ～20：00営

無し休

044-245-0018☎ テイクアウト有り

中国料理 煌蘭 川崎店

アゼリア

特典
サービス

16種類漢方の麻婆豆腐
20％引き

川崎区駅前本町 26-2-2008　川崎アゼリア内住

11:00 ～21:00営

アゼリアに準じる休

044-223-8123☎ テイクアウト有り

多福菜香仲見世通

特典
サービス

税込1,000円以上で自慢の焼き
餃子を半額（お一人様１枚まで）

川崎区砂子2-6-4　ニッセイ第 4ビル1階住

11:30 ～24:00営

無し休

044-200-9717☎ テイクアウト有り

観行雲（カンコウウン）

ラゾーナ

特典
サービス アイスジャスミン茶サービス

幸区堀川町 72-1　ラゾーナ川崎プラザ4階住

11:00 ～22:00営

ラゾーナ川崎プラザに準じる休

044-874-8440☎ テイクアウト無し

南国酒家

アゼリア

特典
サービス

800円（税込）以上ご注文の方デザート・
杏仁豆腐・マンゴープリン100円引き

川崎区駅前本町 26-2-2008　川崎アゼリア内住

10:00 ～23:00営

アゼリアに準じる休

044-201-9225☎ テイクアウト有り

雲呑房

ルフロン

特典
サービス

税込1,000円以上のお買い上げで
ソフトドリンク１杯サービス

川崎区日進町1-11　川崎ルフロン2階住

11:00 ～21:00営

川崎ルフロンに準じる休

044-221-1231☎ テイクアウト有り

阿里城（アリジョウ）

砂子

特典
サービス ファースト生ビール100円

川崎区砂子2-9-2住

17:00 ～24:00営

月曜日休

044-223-7418☎ テイクアウト無し

焼肉 大昌園 川崎駅前店

銀座

特典
サービス

得々コース（1,600円コース＋飲み放題1,300円）
2,900円→2,500円

川崎区砂子1-1-8　第 32 東京ビル B1階住

平日 17:00 ～翌 4:00
土日祝 11:30 ～翌 4:00

営

無し休 044-211-1025☎ テイクアウト無し

七輪焼肉 安安 京急川崎店

銀柳

特典
サービス

乾杯ドリンクプレゼント
（ディナータイム）

川崎区駅前本町 3-4住

11:00 ～23:00営

無し休

044-245-2941☎ テイクアウト有り

焼肉＆BAR 十炭

チネチッタ

特典
サービス

特選リブロース4,400円を
半額2,200円

川崎区小川町5-17住

11:00 ～23:30（ラストオーダー23:00）営

無し休

044-222-4759☎ テイクアウト有り

炭火焼肉 大将軍

東田

特典
サービス 韓国のりサービス

川崎区東田町6-1　ミサキベルデビル2階住

11:00 ～24:00営

日曜・祝日休

044-211-1988☎ テイクアウト有り

韓国家庭料理 イモ

モアーズ

特典
サービス

税込2,000円以上お買い上げ
で「韓国のり」プレゼント

川崎区駅前本町 7-7　川崎モアーズ B2階住

10:00 ～21:00営

川崎モアーズに準じる休

045-341-0461☎ 有り（持ち帰り専門店舗）

純’ｓコッチン

ラゾーナ

特典
サービス お会計から10％引き

幸区堀川町 72-1　ラゾーナ川崎プラザ4階住

11:00 ～22:00営

ラゾーナ川崎プラザに準じる休

044-280-6117☎ テイクアウト無し

韓美膳（はんびじぇ）

ラゾーナ

特典
サービス

お食事ご注文で
ソフトドリンク１杯サービス

幸区堀川町 72-1　ラゾーナ川崎プラザ 1階住

10:00 ～21:00営

ラゾーナ川崎プラザに準じる休

044-874-8057☎ テイクアウト無し

ぴょんぴょん舎
オンマーキッチン

アゼリア

特典
サービス ソフトドリンク１杯サービス

川崎区駅前本町 26-2-2002　川崎アゼリア内住

11:00 ～23:00営

アゼリアに準じる休

044-211-3780☎ テイクアウト有り

コリアンキッチン シジャン

たちばな

特典
サービス

パッタイ（タイ焼きそば）
500円

川崎区東田町 3-4　高木ビル12-4 階住

11:00 ～翌 5:00営

無し休

044-245-5997☎ テイクアウト有り

タイレストラン
サバイ・タイタイ

ラゾーナ

特典
サービス お会計から10％引き

幸区堀川町 72-1　ラゾーナ川崎プラザ4階住

11:00 ～22:00営

ラゾーナ川崎プラザに準じる休

044-874-8606☎ テイクアウト有り

マンゴツリーカフェ
ラゾーナ川崎プラザ

モアーズ

特典
サービス お会計から10％引き ※現金会計のみ

川崎区駅前本町 7-7　川崎モアーズ 7階住

11:00 ～23:00営

川崎モアーズに準じる休

044-201-8515☎ テイクアウト有り

アジアンスパイスガーデン
メラ

たちばな

特典
サービス お会計から10％引き

川崎区東田町4-4　2 階住

11:00 ～23:00（ラストオーダー22:00）営

無し休

044-200-7304☎ テイクアウト有り

NAINA INDIAN
RESTAURANT

パレール

特典
サービス ランチ お会計から10％引き

川崎区東田町 8　パレールブルー館1階住

11:00 ～20:00営

無し休

044-246-7673☎ テイクアウト有り

レストラン ヒマラヤ

アゼリア

特典
サービス お会計から10％引き

川崎区駅前本町 26-2-2017　川崎アゼリア内住

11:00 ～23:00営

アゼリアに準じる休

044-200-4816☎ テイクアウト有り

ソーラースパイストーキョー

たちばな

特典
サービス

お一人様2,000円以上ご利用で生春巻き
サービス（必ずオーダー時にお知らせください）

川崎区東田町4-7　フロムKビル1階住

17:00 ～23:00営

不定休休

044-245-1272☎ テイクアウト有り

神奈川最古のベトナム料理専門店
サイゴン キムタン

その他

特典
サービス

貸し切り３時間 飲み放題付
５,５００円⇒５,０００円（要予約）

川崎区宮本町 3-7　春日荘105住

完全予約制（11:30 ～24:00）営

無し休

044-233-8910☎ テイクアウト有り

クラウドキッチン１２３

ラゾーナ

特典
サービス

ドリンクサービス
（※1組4名様まで）

幸区堀川町 72-1　ラゾーナ川崎プラザ4階住

11:00 ～22:00営

ラゾーナ川崎プラザに準じる休

044-520-0170☎ テイクアウト無し

沖縄地料理 龍泉

たちばな

特典
サービス 乾杯オリオンビール半額

川崎区東田町4-13住

17:00 ～23:00営

日・祝日休

044-246-1709☎ テイクアウト有り

沖縄居食屋 びんがた

仲見世通

特典
サービス お会計から10％引き

川崎区東田町 2-7　仲見世ビル1階住

18:00 ～翌 4:00営

無し休

044-244-6552☎ テイクアウト有り

American BAR&GLILL
WOODSTOCK

銀座

特典
サービス 半味玉or野菜トッピング無料

川崎区駅前本町 8-12　川崎ダイスビル1階住

11:00 ～20:00営

無し休

044-222-3000☎ テイクアウト有り

油そば 春日亭 川崎店

たちばな

特典
サービス 生玉子（卵黄）サービス

川崎区東田町5-1住

11:00 ～22:00営

不定休休

044-201-6518☎ テイクアウト有り

日乃屋カレー
川崎たちばな通り店

ダイス

特典
サービス 味玉を１個サービス

川崎区駅前本町 8　川崎ダイスビル 6階住

11:00 ～22:00営

無し休

044-222-5666☎ テイクアウト有り

空海

アトレ

特典
サービス ウーロン茶１杯サービス

川崎区駅前本町 26-1　アトレ川崎地下1階住

11:00 ～22:00営

アトレ川崎に準じる休

044-280-6081☎ テイクアウト無し

たんめん専門店 百菜

ラゾーナ

特典
サービス

（麺類ご注文の方）
小籠包3コ入りサービス

幸区堀川町 72-1　ラゾーナ川崎プラザ 1階住

10:00 ～21:00営

ラゾーナ川崎プラザに準じる休

044-874-8535☎ テイクアウト有り

京鼎樓小館
（じんでぃんろうしょうかん）

アトレ

特典
サービス 味玉１個サービス

川崎区駅前本町 26-1　アトレ川崎地下1階住

11:00 ～22:00営

アトレ川崎に準じる休

044-201-7112☎ テイクアウト無し

麺家 徳

ルフロン

特典
サービス

100円トッピング又は
麺大盛無料

川崎区日進町1-11　川崎ルフロン2階住

11:00 ～21:00営

川崎ルフロンに準じる休

044-201-8765☎ テイクアウト無し

濃厚味噌らーめん 玉

ルフロン

特典
サービス

お会計から10％引き
（他サービスとの併用不可）

川崎区日進町1-11　川崎ルフロン2階住

11:00 ～22:00営

川崎ルフロンに準じる休

044-223-6545☎ テイクアウト有り

無添加スープカレー&
スパイスカレー ＣＯＳＭＯＳ

平和通

特典
サービス

税込1,000円以上お買い上げで
ラスクプレゼント

川崎区東田町10-12住

8:00 ～18:00営

日曜・祝日休

044-222-4495☎ 有り（持ち帰り専門店舗）

ベーカリーフクナガ

その他

特典
サービス

税込1,000円以上ご利用の方に
パイナップルケーキ1個プレゼント

川崎区宮本町4-1住

平日　11:30 ～23:00
土曜　17:00 ～23:00

営

日曜・祝休 044-201-4568☎ テイクアウト有り

台湾家庭料理
茶思味（ジャスミン）

ルフロン

特典
サービス トッピング１点無料

川崎区日進町1-11　川崎ルフロン2階住

11:00 ～21:00営

川崎ルフロンに準じる休

044-223-7786☎ テイクアウト有り

PEARL LADY CHA BAR

※掲載情報は3月22日時点のものです。県などの要請により、
営業時間などが変更となる場合があります。

参加店舗
アジアンフェスタ期間中（4月１6日～３0日）にこのリーフレット
もしくはスマホの特設ページを提示すると特典サービスが
受けられます。

住所住 営業時間営 休業日休 電話番号☎ テイクアウトアイコンの説明：

主催：かわさきアジアンフェスタ実行委員会
構成団体：たちばな通商店街振興組合／川崎平和通商店街振興組合／川崎銀柳街商業協同組合

川崎銀座商業協同組合／川崎駅前大通商業協同組合／川崎駅前仲見世通商店街振興組合
川崎市東田商店街商業協同組合／チネチッタ通り商店街振興組合／パレール商店会
川崎砂子会協同組合／川崎モアーズ／川崎アゼリア／アトレ川崎／川崎DICE
株式会社チッタ エンタテイメント／ラゾーナ川崎プラザ／川崎ルフロン
川崎商工会議所／かわさきTMO／川崎市

協賛：川崎住宅公園
協力：京浜急行電鉄株式会社 など
後援（予定）：駐日インド大使館／駐日タイ王国大使館／駐横浜大韓民国総領事館
 駐日ベトナム社会主義共和国大使館／公益財団法人川崎市国際交流協会
 神奈川新聞社

スタンプラリーの 参加方法

スタンプラリーに参加して
豪華賞品に応募しよう！

※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを中止、又は、内容を変更
する場合がございます。なお、最新情報はイベントＨＰでご確認ください。
〇イベント参加時はマスクを着用してください。
〇体調不良・発熱（37.5℃以上）のある方はご遠慮ください。
〇イベント会場各所での新型コロナウイルス感染予防策にご協力ください。

2022

4.16　～4.30

主催 : かわさきアジアンフェスタ実行委員会

協 賛

問い合わせ先 かわさきアジアンフェスタ実行委員会　TEL:044-200-2352 ※平日 8:30 ～17:00

スタンプラリーの参加はスマートフォンからのみ可能です。
（PC、タブレット、フィーチャーフォンは非対応）

ST
EP

ST
EP 画面上のマップページより、スタンプスポットを確

認し、目的のスタンプスポットへ向かいます。

ST
EP

ST
EP 参加店舗で商品の購入や飲食をし、お会計の際に

レジ横などに置いてあるQRコードを読み取って
スタンプを獲得しましょう。

※１つのスタンプスポットで獲得できるスタンプは１つです。
別の時間や別の日に同じQRコードを読み取っても１つと
カウントされます。

ST
EP

ST
EP 応募が完了したことを確認したら、スタンプラリー

は終了です。当選者には５月中旬から順次発送し
ます。当選は発送をもって発表にかえさせていた
だきます。

ST
EP

ST
EP 応募したい賞を選択し、応募フォームに氏名、住所、

メールアドレス、電話番号を入力してください。

※記入漏れや不備等がある場合、抽選の対象外となる場合
があります。

ST
EP

ST
EP

特設サイトのトップページに、獲得した
スタンプが表示されます。獲得したスタ
ンプの数に応じてA賞、B賞、C賞に応募
しましょう。

※全ての賞に１回ずつ応募可能です。
スタンプを10個獲得すると、A、B、C賞に１回
ずつ応募できますが、A賞またはB賞の当選に
は参加店舗のスタンプが必要です。
複数当選はありません。

ST
EP

ST
EP リーフレットのQRコードもしくは各スタンプス

ポットのQRコードを読み取り、イベント特設サイト
へ移行。アンケートにご回答いただき、規約をご確
認の上、「利用規約に同意する」にチェックを入れ
ます。

※写真・イラストはすべてイメージです。　※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

賞品紹介
当選総

数

200以
上！

【当選条件】スタンプを10個獲得（参加店舗3ヵ所以上含む）Ａ賞
　  アトレ川崎・川崎モアーズ・DICE・ラゾーナ・アゼリア・ルフロン
◆お買い物券・ご飲食券セット12,000円分··············５名
◆川崎日航ホテルランチブッフェお食事券·····2組（4名）
◆ＪＲ東日本ホテルメッツ川崎宿泊招待券 ················2名

【当選条件】場所を問わずスタンプを3個獲得Ｃ賞
◆お買い物券・ご飲食券2,000円分·······················17５名
　 （アトレ川崎・川崎モアーズ・DICE・ラゾーナ・アゼリア・ルフロンのいずれか１施設）

◆アメフト日本手ぬぐい「＃アメフトが好きだ」·····20名

【当選条件】スタンプを5個獲得（参加店舗1ヵ所以上含む）Ｂ賞
◆東天閣3,000円分お食事券·····································20名
◆長八海運株式会社
川崎工場夜景屋形船クルーズ···································4名
◆溝口温泉喜楽里ペアチケット····················10組（20名）
◆縄文天然温泉志楽の湯ご招待ペア券·······5組（10名）
◆ラゾーナ川崎プラザソル寄席ペアチケット
（6月21日）·························································· 5組（10名） 

協 力 　　　　　　　  など

を巡って、豪華賞品をゲット
しよう！ 参加店舗は右ページでご確認ください。

と は川崎駅周辺の商店街・商業
施設にもスタンプスポットが出現！

詳細は裏面をご覧ください。

参加店舗42か所

4/23●土　24●日

スマホを
使って

参加は  　
こちらから▶▶
／  

╲

※アプリのインストールは不要

かわさきかわさき


