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●うみなかキッチンカー屋台村　出店スケジュール

7月23日 土 This One 鶏笑 竹田商店 ハリウッド

チーズハッドグ 中津唐揚げ フルーツ飴 ザンギ

7月24日 日 This One 鶏笑 竹田商店 ハリウッド 営業期間 子供の広場 海の中道駅口前 備考

チーズハッドグ 中津唐揚げ フルーツ飴 ザンギ 7月16日(土) じゃんぼ 尾崎Ｂ＆Ｓ タコプルコ
7/19～21休み
（じゃんぼのみ18もお休み）

7月30日 土 This One 竹田商店 球 ～7月31日(日)
揚げ物
かき氷等

ブルーシール
アイス等

カレー
かき氷等

タコプルコは土日祝のみ営業

チーズハッドグ フルーツ飴 とり皮 ８月1日(土) じゃんぼ 尾崎Ｂ＆Ｓ タコプルコ
9/1～2お休み
（じゃんぼのみ9/1～4お休み）

7月31日 日 This One 竹田商店 球 ～9月4日(日)
揚げ物
かき氷等

ブルーシール
アイス等

かき氷

チーズハッドグ フルーツ飴 とり皮

8月6日 土 球 N.STREET 竹田商店 ASJ ASJ

とり皮 クレープ フルーツ飴 博多唐揚げ 佐世保バーガー

8月7日 日 球 N.STREET 竹田商店 ASJ ASJ

とり皮 クレープ フルーツ飴 博多唐揚げ 佐世保バーガー

8月11日 木 鶏笑 N.STREET 初代桜流 ASJ ASJ ASJ 竹田商店

中津唐揚げ クレープ 博多たこ焼き 博多唐揚げ 佐世保バーガー ケバブ フルーツ飴

8月12日 金 鶏笑 N.STREET 初代桜流 ASJ ASJ ASJ 竹田商店

中津唐揚げ クレープ 博多たこ焼き 博多唐揚げ 佐世保バーガー ケバブ フルーツ飴

8月13日 土 鶏笑 N.STREET 初代桜流 ASJ ASJ ASJ 竹田商店

中津唐揚げ クレープ 博多たこ焼き 博多唐揚げ 佐世保バーガー ケバブ フルーツ飴

8月14日 日 This One ハリウッド 初代桜流 ASJ ASJ ASJ 竹田商店

チーズハッドグ ザンギ 博多たこ焼き 博多唐揚げ 佐世保バーガー ケバブ フルーツ飴

8月15日 月 This One ハリウッド 初代桜流 ASJ ASJ ASJ 竹田商店

チーズハッドグ ザンギ 博多たこ焼き 博多唐揚げ 佐世保バーガー ケバブ フルーツ飴

8月20日 土 CHAPPY 球 鶏笑 SUWAVE N.STREET

佐世保バーガー とり皮 中津唐揚げ プルコギタコス クレープ

8月21日 日 CHAPPY 球 鶏笑 SUWAVE N.STREET

佐世保バーガー とり皮 中津唐揚げ プルコギタコス クレープ

8月27日 土 初代桜流 This One 球 ASJ ASJ

博多たこ焼き チーズハッドグ とり皮 博多唐揚げ 佐世保バーガー

8月28日 日 初代桜流 This One 球 ASJ ASJ

博多たこ焼き チーズハッドグ とり皮 博多唐揚げ 佐世保バーガー

9月3日 土 This One 鶏笑 球 CHAPPY

チーズハッドグ 中津唐揚げ とり皮 佐世保バーガー

9月4日 日 This One 鶏笑 球 CHAPPY

チーズハッドグ 中津唐揚げ とり皮 佐世保バーガー

9月10日 土 N.STREET 竹田商店 ASJ ASJ

クレープ フルーツ飴 博多唐揚げ 佐世保バーガー

9月11日 日 N.STREET 竹田商店 ASJ ASJ

クレープ フルーツ飴 博多唐揚げ 佐世保バーガー

9月17日 土 球 CHAPPY ハリウッド This One

とり皮 佐世保バーガー ザンギ チーズハッドグ

9月18日 日 球 CHAPPY ハリウッド This One

とり皮 佐世保バーガー ザンギ チーズハッドグ

9月19日 月 球 CHAPPY ハリウッド This One

とり皮 佐世保バーガー ザンギ チーズハッドグ

　　　　　　　　　場所
日付曜日

じゃぶじゃぶ池 マリン駐売店横

※こちらに記載のある店舗は、
　駐車券やレンタサイクル・電動キックボード
　利用券の提示による割引の対象外です。
　ソフトクリームやかき氷は割引できませんので
　ご注意ください。

　　　　　　　　　場所
日付曜日

じゃぶじゃぶ池 マリン駐売店横

●志賀商工会　出店スケジュール●

西口ゲート前

　　　　　　　　　場所
日付曜日

じゃぶじゃぶ池 マリン駐売店横 マリンワールド階段下


