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広小路１丁目

案内所

※交通規制時間　１０：００～１７：００ ※イベントは、中止または内容を変更する場合があります。

豊橋まちなか歩行者天国
EVENT MAP

５月２０日（日）11：00 ～ 16：00５月２０日（日）11：00 ～ 16：00

GREASE BOYS
ステージ

広小路歩行者天国実行委員会（豊橋市役所まちなか活性課内）
（０５３２）５５-８１０１

歩行者天国会場は指定の喫煙
所以外全面禁煙です。

飲食等のゴミは購入したお
店にお戻しいただくか
お持ち帰りください。
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今年もやってきたハンバーガーの祭典
全 37店舗を食べ尽くせ！

●
WAXBERRY

3つのお得
ご存知ですか？

ホコ天開催日のみ
実施中

共通駐車券プレゼント !!

公共駐車場・パーク 500
料金値下げ

豊橋駅東口地下駐輪場無料開放

公共駐車場利用者に共通駐車券 1枚プレゼント！
※ホコ天本部（広 2蒲郡信用金庫前）で
駐車券を提示してね♪

最初の60分が150円に！

自転車も原付バイクも無料

と
き
わ
通
り

レシート抽選会
抽選会場はコチラ！

大道芸
パフォーマンス
大道芸
パフォーマンス
大道芸
パフォーマンス

レシート抽選会開催中！

時間　11：30-15：30
場所　ホコ天案内所（精文館前）　　
会場周辺の対象店舗で本日1,000円
以上のお買い上げで一回、はずれ
クジなしの抽選会に参加できます。
※1人 1日 5回まで
※レシート合算不可

空クジなし

1人 1日 5
回まで

レシート合
算不可

この看板が
目印！

この看板が
目印！

この看板が
目印！

6/3
次回のホコ天開催日

アウトドアフェスティバル

11：00-

アメ車＆旧車の展示されたステージで、1日限りで 70年代のアメリ
カが蘇る！ジョン・トラボルタとオリビア・ニュートンジョンの明
るく開放的な音楽で唄い踊ろう！

AMERICA DAY
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ﾊｰﾚｰﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ豊橋
バイク展示・ガレージセール・雑貨販売
ハーレーの最新モデルを見てみよう。
アンケートに答えてノベリティゲット！

SWEETIE PIE
アメ車展示・アクセサリー販売

SOUKI GARAGE BASE
大人の秘密基地を手に入れよう。

TOYSHOP8
US TOY ・ヴィンテージ TOY
ヴィンテージ食器や雑貨の販売

アイワコーポレーション
アメリカン雑貨　展示販売

豪快グルメとスイーツストリート

まちなかマルシェ
豊川用水通水 50周年記念イベント

6/3 同日開催イベント

10：00-
豊橋駅南口駅前広場

雨の日商店街
アンティークマーケット
11：00-
大豊商店街

春のホコ天では

レシート抽選会

本日最終日 !!
春のホコ天では

レシート抽選会

本日最終日 !!
春のホコ天では

レシート抽選会

本日最終日 !!

アメ車
の展示

もある
よ！
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HAMBURGER FESTIVAL 3ｒd

　　フェニックス楽市

田原ポークに東三河の旬の
野菜を練り込んだオリジナ
ルのフランクフルトを設楽
町の杉とヒノキの自家製の
炭で焼き上げた逸品

　　Going　cafe 

挽きたて・淹れたてで一杯
一杯丁寧につくるエスプ
レッソ系珈琲。
かわいいラテアートもオス
スメ♪

　　EARLY GOOD 

みかわ牛を使用したパテに
地元の野菜とオリジナルバ
ンズではさんだ東三河の贅
沢に感じるハンバーガー。
アメリカンなキッチンカー
で焼き立てをご提供。

　　RAD LAND PICNIC

オリジナルのバンズに和牛
１００%のパティを挟んだ
最高に美味いバーガーを、
自家農園のフレッシュトマ
トと一緒にどうぞ♪

　　ヒッチングポスト 

ずばり !! 米軍バーガー !
昭和 20年後半に米軍関係
者から教わったレシピが基
になったとされる佐世保
バーガー。牛肉 100%のボ
リューミーな本格派。

　　Green Peace 

本宮山の麓にて野菜や果物を
育てている農家さんのお店。
土づくり・肥料づくりのこだ
わりは一聴の価値あり！聴け
ば必ず食べたくなり、食べた
ら野菜の深い味わいに納得！

　　ジェラートサンタ 

東三河の恵みから生まれ
た、新鮮・安心・美味しい
ジェラート。旬の素材にと
ことんこだわった、手づく
りジェラートをお楽しみく
ださい！！

　　WARATON 

水にこだわり、餌にこだ
わって育てた田原ポークで
作った加工品は圧巻の美味
さ！是非一度お試しあれ。

　　高橋養鶏

三遠ネオフェニックス内
ブースでも大人気の『たま
ごとのたまごサンド』。自
社農場のこだわりたまごを
たっぷり使ったボリューム
満点なサンドイッチです！

　　三河屋

老舗酒屋は品ぞろえに自信
あり。ソフトドリンクから
お茶、ビール、日本酒、ワ
インまで何でもござれ♪

　　LAC

大豆と挽肉のタコスミート
に三方原産のじゃがいもや
チェダーチーズをトッピン
グ！豊橋のパン屋さん「コ
ンティキ」のモッチリタコ
ス生地に包んでお届け！

まんぷくカフェ
メンチバーガーはスギモト
の松阪牛を使用し外はサク
サク、中はジューシー。リ
オン特製マヨネーズソース
もご賞味あれ。

　　さちぱんキッチン 

さちパン工房のパンと、豊
川市にある「美河ハム」の
ジューシーなフランクを
たっぷりの野菜と一緒にサ
ンドする自慢の「ワイルド
ホットドック」を販売。
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●
韓国家庭料理もしもし

●
葉隠亭

●
蒲郡信用金庫

●
山田かん食堂

●
I-PRIMO

●
セブンイレブン
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有限会社デッキ
高浜とりめしバーガー

　　bombburger666 

厳選した国産牛を 100%使
用したアメリカンサイズの
手切りのビーフパティ、燻
製したベーコンチップ、数
種のスパイスを隠し味に、
一カ月以上熟成させた秘伝
のソースが自慢です。

　　いづみや

宮崎チキン南蛮バーガー
は、弱火で、肉の旨味を中
に閉じ込め、チキンのの旨
味を最大に引き出た最大級
に美味しいバーガーです！

　　るんるん食品

飛騨牛バーガー（前年度の
主な販売物）

　　NICE　TIME 

新舞子ビーチより本格派
バーガーショップの登場！
知多牛ならではの甘みと香
りが絶品です。

　　カーネギー５５

静岡のバーガーバカが丹精
込めて作る、佐世保バー
ガー！富士山バーガーを是
非食べてもらいたい！ギャ
ル曽根さんも食べたバー
ガーも作ります！

　　マカオキッチン 

ローストビーフ、照りマヨ
ポーク、鴨、エビチリ等か
ら２種類大人気メニューを
ピタパンに包んで食べ歩き
はいかが。 当店自慢の
「もっちりピタサンド」是
非ともご賞味ください。

　　Ｓａｙｕｌｉｔａ 

メキシカンステーキ、タコ
スなど、メキシコ人シェフ
が作る本場の味！野菜やチ
リ、ハーブなどをメニュー
に生かし、メキシコの家庭
料理をお試しあれ♪

　　CLOUD9

専門店が贈る至高のホット
ドッグ。ヒマラヤ岩塩、特
製スパイスを使用したソー
セージに、じっくり煮込ん
だ自家製トマトソースを
たっぷりかけてどうぞ！

　　The GRAVY 

京都でステーキ、ハンバー
ガーが中心のアメリカンダ
イナー "The GRAVY" です。
100％ビーフの肉汁溢れる
パティをぜひご賞味下さ
い！！

　　ケイズピット 

半田市でアメリカンダイ
ナーを 18年やっている
K’ sPit です。今回は愛知
県産知多牛を使用したハン
バーガー。知多牛の脂の甘
みをご堪能ください。

　　TODARABA 

ひよこ豆のコロッケとたく
さんの旬野菜をピタパンに
包み込んだファラフェルサ
ンド。今話題のヘルシーピ
タサンドを是非どうぞ。

　　LOCOS PAINA

99 年オープンのハワイア
ンレストランがハワイアン
アイスバーガーとフリフリ
チキンをバーガーにして初
参戦。

　　ステッピンバーガー 

一番人気のチーズバー
ガー。無添加バンズに、自
家製オリジナルパテ、そこ
にとろけたチェダーチーズ
をのせ、新鮮野菜をたっぷ
り…。チーズ好きは、必
食！！

　　ラッキーバーガー

五感が思わず微笑むハン
バーガーがコンセプト。松
阪牛１００％のミートソー
スｏｒてりやきソースが絶
品！チーズ、バンズ、パティ
などオールハンドメイドの
究極のハンバーガー！

　　　Hiro Aina

ハワイ語で「繋ぐ食事」を
意味するHiro Aina。外は
パリッ、中はフワッのプレ
スサンドで、笑顔繋ぎます。

　　ロッキン　ロビン

飛騨牛を使ったパティを特
製バンズで挟みました。小
さなお子様や女性の食べ歩
きにピッタリなサイズで
す。

　　牛タンバーガーの会 

全国のハンバーガー選手権
で一般投票第一位のハン
バーガー。地元、富士市の
グルメコンテストでは 3
年連続金賞の商品です。

　　BigBunsBurger

洋食屋仕込みの手こねハン
バーグを使ったグルメバー
ガー専門店。
他では味わえないこだわり
のハンバーガーが登場！

　　Whoopie　frites 

1971 年のワーゲンバスの
フードトラック。
特製のオリジナルソースを
かけたアツアツほくほくの
フレンチフライ。ニュー
ヨークスタイルのフレンチ
フライをどうぞ♪

　　WITHALOHA

名古屋市内に店舗を構える
ハワイアンフード専門の
キッチンカーで、アボカド
バーガーやポテトフライな
どを販売（ＨＰ掲載より抜
粋）

　　ganmo.burger

生産者のみえるオーガニッ
ク食材を使用した身体に優
しいグルテンフリーのバー
ガー。自慢のオリジナルの
バンズ（がんもどき）と手
作りソースのハーモニーを
お楽しみください。

　　City Café

サンドイッチの販売。

サンダンス
バンズがやさしく具を包み
込んでくれる、おにぎりの
ような全く新しいスタイル
の日本食バーガーです。ス
ペアリブは柔らかく仕込ん
で直火で焼き上げる本格
派。

今年は京都のアメリカンダイナー
をはじめ、15店が初登場！
全国ハンバーガー選手権で一位を
獲得した牛タン 100％チーズバー
ガーなど、ホコ天バーガーフェス
のおなじみバーガーも再びやって
来る！


