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2345

ワイワイ
くろばね市場開催！ 

11:00～14:00
くろばねパーク（水戸協同病院駐車場）

激走をいやす
水戸ご当地グルメとお酒でのんびり

10月27日（日）

日本酒bar vol.7　 
×

水戸オクトーバー
フェスト

当日会場内チケット売り場にて
ドリンクチケットをお買い求め
ください。

みんなで祝う秋の祭典
茨城の地酒とクラフト麦酒

場所：水戸駅北口
　　　ペデストリアンデッキ
日時：10月25日㈮17:00～21:00
　　　10月26日㈯14:00～21:00
　　　10月27日㈰10:00～21:00

入場無料

水戸駅前商店会
おもてなし食堂

・赤ひげ
・串カツ田中
・旨安酒場うっとら

10月27日（日）11:00～16:00

水戸駅北口芝生広場
（カメラのスナオシ前）

メイン会場イベント
第１部 16:00～17:00
ゲストランナーによる
トークショーなど

10:00～10:50
ヨガイベント

14:30～15:10 ライブイベント

第2部 17:00～18:00　
水戸のおもてなしイベント

10月26日（土）14:00～18:30 10月27日（日） 7:00～17:00

★前夜祭 10月26日（土）

★ステージイベント 10月27日（日）

★茨城県ご当地グルメ 茨城県産食材を使った美味しいグルメ！

"土産品販売や観光案内ブースも出店します！"

水戸駅改札前にフォトスポットが出現！！
10月26日（土）～27日（日）

みとちゃんの
パネルと
写真を撮ろう！！

まちかど放送局
（9:00～15:00）

完走者出演可能
マラソン映像中継

発行：一般社団法人 水戸観光コンベンション協会　TEL:029-224-0441

おすすめスポット

…同時開催イベント情報
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ライブ　日々かりめろ司会　すいたんすいこう

ヨガインストラクター
宇都宮優子

ヨガが初めての方も、お気軽
にご参加ください！芝生のうえ
でヨガを楽しみましょう！
持ち物
ヨガマット（バスタオル等でも
可）、動きやすく、防寒できる
服装、飲み物、タオル
※雨天中止 セイカ＆フレンズ

出店店舗一覧、おすすめメニュー

第２部 出演者

メイン会場

※裏面に参加店舗一覧

２

A義公（徳川光圀公）生誕の地
D弘道館C水戸城大手門

　 水 戸 藩
第 2 代藩主
徳川光圀公
は寛永５年

（1628 年）に家臣三木仁
兵衛之次の屋敷で生まれ、
４歳まで三木家の子として
身分を隠し養育されまし
た。現在この地に水戸黄門
神社が建てられています。

　水戸城は那珂
川と千波湖に挟
まれた連郭式平山城で、城のシン
ボルだった御三階櫓や御殿は失わ
れましたが、今も残る土塁や空堀、
薬医門など、当時を偲ぶことがで
きます。城跡には出土品等を展示
する二の丸展示館が開設されてい
るほか、水戸城大手門や角櫓等の
復元整備が進んでいます。

水戸黄門神社の絵馬
　地元有志により平成29年か
ら始められた絵馬。水戸黄門神
社周辺の美容室「CUT BANK 
CORE」で頒布（１枚500円）し
ています。マラソンの完走を目
指して黄門様
に願いをかけ
てはいかが。

　水戸城の正門にあたる門です。大手門が作られた正確
な時期は不明ですが、佐竹氏時代の水戸城改修で作られ
た可能性が高いと考えられています。明治初期に取り壊
されるまで水戸城を代表する門としての役割を果たして
いました。
　発掘調査や文献史料等の学術的な調査を実施し、平成
28 年度から伝統的な工法を用いて復元整備を開始しま
した。現在、大手門の荘厳な外観をご覧
いただけますが、令和２年２月以降から
大手門を通行することが可能になります。

　水戸藩の藩
校として、水戸
藩第９代藩主徳川斉昭公によ
り天保12年（1841年）に創設
されました。国の特別史跡に指
定されており、正門・正庁・至善
堂の３か所は重要文化財でも
あります。敷地内には約60種
800本の梅が植えられ、偕楽園
とともに梅の名所。（日本遺産）

B水戸城跡

イベント
参加無料！

2019年10月27日（日）開催！ まちなかはイベントもりだくさん

１

寅家 ホルモンカレー ロコモーションワークス 茨城ちゃんこ鍋
昌栄 青大豆豆乳ドーナツ 水戸ドライブイン 岩のり梅ラーメン
朝日堂 はまぐりラーメン ニューもっさん 納豆チーズ
水戸っこ亭 常陸牛串焼 その他 自慢のメニューがもりだくさん！



まちなか飲食祭

�麺や 赤龍

�陽菜田�酒香菜

�喰処・飲処 てんまさ

�水戸京成ホテル レストラン＆ me

�居酒屋 角助

1はなの舞 水戸南口店

�スタンド酒場 ニューもっさん

4カフェ・ド・レミ 水戸オーパ店

� Wine&Cafe M'z by MINATOYA

7武骨家

�新月苑

�パパゲーノ 水戸店

�蕎麦処 まち庵 水戸エクセル店

�山大�博多もつ鍋 一九 水戸店

�満月城

�長崎亭

�水戸京成ホテル 中国料理 景山

2ココマンナ 水戸オーパ店

�もつ焼 高嶺

5常陸乃國 もんどころ 水戸オーパ店

�俺ん侍の海鳥

8常陸景虎 produced by 麺処ほん田

�北のしまだ エクセル店

�串カツ田中水戸駅前店 �洋食屋　花きゃべつ�赤ひげ

�とれび庵

�茨城特産大衆酒場 志音

�もつ焼 大衆酒場 もっさん

�焼きとん まるいち �水戸京成ホテルフードコーナー

�プロカフェ

3グラム 水戸オーパ店

�くいもの屋 わん 水戸店

6つけめん TETSU 壱の木戸

�ミナミ食堂

9焼肉 貴韓房

�旬やごほう 水戸エクセル店

�銚子屋果実店�庄や 水戸店
ご当地スタミナらーめん！海老味噌らーめん！　
ランナー特典 ラーメン注文のお客様に手作り唐揚げ
1 個無料（ランナー 1 人でもいればグループで適用）

茨城の地酒・梅酒・納豆料理・地豚料理など豊富
に取り揃えております。　ランナー特典 納豆巾着
お 1 人様１ケサービス

常陸牛ハンバーグ、常陸牛タタキ、納豆料理など
お 1 人様でもお気軽に！　ランナー特典 しょぼろ
納豆お 1 人様１ケサービス

納豆料理、あんこう鍋は予約なく食べられます。
ランナー特典 お１人様 1,000 円以上の飲食でお
会計から 5%OFF

お食事や疲れを癒すスイーツ等、幅広いメニュー
をご提供。　ランナー特典 お食事代 10％オフ

（ゼッケン・記録証等で確認）

創業 40 年地元で根付くアットホームなサービスで
疲れを癒します！　ランナー特典 ワン
ドリンクサービス（ゼッケンで確認）

冷たいビールと茨城の地酒！鮮魚があなたの疲れ
を癒します！　ランナー特典 ビール、ハイボール、
サワーのうち１杯サービス

1 本 100 円のもつ焼。190 円のサワー。
ランナー特典 ジムビームハイボール何杯でも100円

手作りハンバーグと憩いの空間。　
ランナー特典 単品ドリンクバー 100 円引き、セッ
トドリンクバー無料

アットホームなワインバーです。
ランナー特典 グラスワイン赤 or 白又はソフトド
リンク 1 杯無料

じっくりと炊き上げた豚骨スープは白濁して濃厚。　
ランナー特典 ソフトドリンク１杯無料

焼肉と生ビールでマラソンの疲れを癒します！
ランナー特典 生ビールグラス 1 杯無料

マラソンの疲れをバイキングで、食べ放題で！　
ランナー特典 ゼッケン１人確認で６名様まで
10％ OFF（パーティープランを除く）

当社打ちたての常陸秋そば（二八そば）が味わえ
ます。　ランナー特典 ソフトドリンク 1 杯無料

水戸名物あんこう鍋でマラソンの疲れをいやしま
しょう。鮮魚店直営の食事処です。　
ランナー特典 茨城の地酒を１合プレゼント

門外不出のもつ鍋と迫力満点の馬刺し七種階段盛
りは必見！　ランナー特典 お疲れクエン酸スカッ
シュ＋サラダチキンサービス

焼きとり、焼き魚中心の昔ながらの炉端焼きです。
お刺身もあります。　ランナー特典 ハイボール
or 酎ハイ１杯無料（ゼッケンで確認）

からあげ、チャンポン皿うどんのお店。ボリュー
ム満点！お待ちしております。　ランナー特典 手
作りシュウマイ１個サービス（ゼッケンで確認）

冷たいビールと当店自慢の焼餃子など美味しい
中国料理をお気軽に。　ランナー特典 お食事代
10％オフ（ゼッケン・記録証等で確認）

ヘルシーなクレープともちもちタピオカのお店で
す。　ランナー特典 お会計から
10％ OFF（ランナーご本人のみ）

毎日おろしたての新鮮なモツを提供しています。
ランナー特典 お 1 人様モツ串 2 本サービス

茨城の食材を堪能できるお店！走った後には冷えた
ビールで乾杯！　ランナー特典 生ビール含め、お1人様
1ドリンク無料（ランナーご本人のみ、ゼッケンで確認）

串焼と馬刺し、ジビエ肉あります。
ランナー特典 地酒 or 生ビール or ソフトドリンク
いずれか１杯サービスします

透き通った上品な淡麗スープと濃厚な豚骨魚介スー
プの二本柱！　ランナー特典 味玉 or 大盛サービス

（ランナー1 人でもいればグループ適用可能）

ランナー特典 ソフトドリンク 1 杯無料（ゼッケン
で確認）

ランナー特典 
お好きな串 1 本無料

休憩やトイレ、応援の息抜き等お気軽にご利用く
ださい。　ランナー特典 納豆ハヤシオムライス
700 円

ランナー特典 
生ビールグラス１杯無料

（ゼッケンで確認）

和食を主としたメニューは、漁師直送仕入れの刺身など、店主
のこだわりとお客様への愛情を感じること間違いなし。　ラン
ナー特典 ハイボールorソフトドリンク１杯無料（ゼッケンで確認）

茨城の地酒、茨城の食材を使った料理を楽しめま
す。　ランナー特典 ビール、ハイボール、サワー
のうち１杯サービス

大衆酒場。安い。うまい。
ランナー特典 ハイボール何杯でも 100 円

秘伝の味噌ダレと鮮度抜群のもつ焼き！茨城の地
酒もあります！　ランナー特典 ワンドリンクサー
ビス（瓶ビール、日本酒除く）

よく冷えたビール御用意ございます！
ランナー特典 生ビール 2 杯同時購入で 100 円割
引き

当日は 6 時から営業します。休憩や時間調整、ト
イレなど遠慮なくご利用下さい。　ランナー特典 
ゼッケン・記録証等でミニソフトクリームサービス

ふわふわ新食感のパンケーキぜひ一度ご賞味くだ
さい！　ランナー特典 ドリン
ク 1 杯無料（ゼッケンで確認）

お疲れ様、呑もっか。
ランナー特典 ファーストドリンク無料

ランナー特典 大盛 or 味玉サービス（グループ適
用可能）

昆布はらうす産、サバ節、カツオ節、本節はさつま産、ニ
ボシは近海物を使用しています。おいしいラーメン。
ランナー特典 1,000 円以上飲食でおいなりさんを
1個サービス（グループ適用可）

疲れた体においしいご褒美を！常陸牛と韓国料理でお待ちしてお
ります。　ランナー特典 ソフトドリンク飲み放題無料 生ビール飲
み放題980円※食べ放題ご注文の方に限ります（ゼッケンで確認）

市場直送の魚が自慢です。美味しいお酒をお楽し
み下さい。　ランナー特典 ソフトドリンク 1 杯無
料（ゼッケンで確認）

ビタミン C をくだもの屋のしぼりたて生ジュース
でとってください。　ランナー特典 ちょっぴりフ
ルーツおまけ

カウンターから個室、最大約 50 名の宴会場まで、お
１人様、気の合う仲間で楽しい時間を！！　ランナー特典 
ハイカラセット（角ハイボール & 唐揚げ２ケ）サービス

当日の営業時間
　11:30～23:00L.O
住所　宮町1-3-38 中村ビル1F
電話　029-233-2211
予約　不可　座席数　28席

当日の営業時間
　14:00～21:00（20:00L.O）
住所　宮町1-3-23 神田ビル２F
電話　029-233-2663
予約　不可　座席数　35席

当日の営業時間
　14:00～21:00（20:00L.O）
住所　宮町1-3-23 神田ビル1F
電話　029-357-4545
予約　不可　座席数　20席

当日の営業時間
　11:00～21:30L.O
住所　宮町2-2-31 地下１F
電話　029-224-6460
予約　不可　座席数　80席

当日の営業時間
　7:00～21:00（20:30L.O）
住所　三の丸１－４－73
電話　029-226-3111（代表）
予約　可　　座席数　テーブル20卓

当日の営業時間
　14:00～21:00（20:00L.O）
住所　三の丸1-4-5　地下１F
電話　029-226-5959
予約　可　　座席数　40席

当日の営業時間
　12:00～24:00（23:00L.O）
住所　宮町1-7-44 コムボックス310 1F
電話　029-300-0010
予約　可　　座席数　168席

当日の営業時間
　12:00～21:00
住所　三の丸1-4-7 三愛ビル1F
電話　－
予約　不可　座席数　25席

当日の営業時間
　10:30～20:00（19:30L.O）
住所　宮町1-7-33 水戸オーパ8F
電話　029-297-6070
予約　不可　座席数　70席

当日の営業時間
　15:00～23:00
住所　南町1-4-24
電話　029-224-3743
予約　可　　座席数　30席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:45L.O）
住所　宮町1-7-31 エクセルみなみ4F
電話　029-350-6588
予約　可　　座席数　24席

当日の営業時間
　11:30～22:00
住所　南町2-6-49
電話　029-221-7253
予約　可　　座席数　100席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:00L.O）
住所　宮町1-7-31 エクセルみなみ6F
電話　029-300-3035
予約　可　　座席数　100席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:30L.O）
住所　宮町1-1-1 水戸駅ビル エクセル6F
電話　029-291-8738
予約　可　　座席数　48席

当日の営業時間
　9:00～17:00予定
住所　南町3-3-32
電話　029-221-5489
予約　可　　座席数　100席

当日の営業時間　14:00～24:00
（23:00L.Oフード23:30L.Oドリンク）
住所　宮町1-3-28 水戸CTビル1F
電話　029-306-8770
予約　可　　座席数　116席

当日の営業時間
　14:00～21:00（20:30L.O）
住所　宮町2-１-６
電話　029-221-2051
予約　可　　座席数　80席

当日の営業時間
　11:00～19:30（19:00L.O）
住所　宮町2-2-27
電話　029-226-5745
予約　不可　座席数　35席

当日の営業時間
　11:30～22:00（21:00L.O）
住所　三の丸１－４－73
電話　029-226-3111（代表）
予約　可　　座席数　80席

当日の営業時間
　10:30～20:00
住所　宮町1-7-33 水戸オーパ3F
電話　029-297-1875
予約　不可　座席数　37席

当日の営業時間　14:00～22:00
住所　宮町2-3-3
電話　029-306-8198
予約　可　　
座席数　カウンター10席、座敷30席

当日の営業時間
　14:00～24:00（23:00L.O）
住所　宮町1-7-33 水戸オーパ11F
電話　029-224-6454
予約　可　　座席数　112席

当日の営業時間
　16:00～23:00
住所　南町1-3-11
電話　029-232-3109
予約　可　　座席数　64席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:45L.O）
住所　宮町1-7-31 エクセルみなみ4F
電話　029-297-2550
予約　不可　座席数　28席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:30L.O）
住所　宮町1-1-1 水戸駅ビル エクセル6F
電話　029-300-1188
予約　可　　座席数　94席

当日の営業時間
　12:00～26:00
住所　三の丸1-1-11
電話　029-350-5868
予約　可　　座席数　86席

当日の営業時間
　10:00～17:00
住所　南町2-6-31
電話　029-306-6850
予約　可　　座席数　36席

当日の営業時間
　15:00～23:00（22:30L.O）
住所　三の丸1-1-10
電話　029-221-0382
予約　可　　座席数　80席

当日の営業時間　12:00～21:00
住所　南町2-6-21
電話　029-303-8555
予約　可（4人以上のみ）
座席数　40席

当日の営業時間
　12:00～23:00（22:30L.O）
住所　宮町1-3-25 2F
電話　029-279-2897/070‐6442‐5599
予約　可　　座席数　30席

当日の営業時間
　12:00～21:00
住所　宮町2-1-1
電話　－
予約　不可　座席数　21席

当日の営業時間
　14:00～18:00
住所　宮町2-2-21 てんまさビル１F
電話　029-210-1080
予約　可　　座席数　24席

当日の営業時間
　10:00～16:00
住所　三の丸１－４－73 ホテル地内 駐車場
電話　029-226-3111（代表）
予約　不可　座席数　－

当日の営業時間
　6:00～20:00
住所　三の丸1-4-2　大畠ビル1F
電話　029-225-8074
予約　可　　座席数　45席

当日の営業時間
　10:30～20:00（19:00L.O）
住所　宮町1-7-33 水戸オーパ4F
電話　029-303-6650
予約　不可　座席数　44席

当日の営業時間
　14:00～25:00（24:30L.O）
住所　南町1-2-26 たんぽぽビル2F
電話　029-300-6200
予約　可　　座席数　80席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:45L.O）
住所　宮町1-7-31 エクセルみなみ4F
電話　029-228-5007　予約　不可
座席数　カウンター12席、テーブル2卓

当日の営業時間　10:30～18:00
住所　南町2-4-56
電話　029-221-5726
予約　不可　座席数　15席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:15L.O）
住所　宮町1-7-31 エクセルみなみ6F
電話　029-306-9556
予約　不可　座席数　69席

当日の営業時間
　11:00～22:00（21:30L.O）
住所　宮町1-1-1 水戸駅ビル エクセル6F
電話　029-222-3766
予約　不可　座席数　50席

当日の営業時間
　8:30～18:00
住所　南町3-4-3
電話　029-221-2398
予約　不可　座席数　－

当日の営業時間
　11:30～24:00L.O
住所　宮町1-3-38 中村ビル1F
電話　029-227-8451
予約　可　　座席数　150席

27日㈰マラソンにあわせて開店！
全店ランナー特典をご用意しております！！
※ランナー特典を受けられる方は、ゼッケンや記録証等、ランナーであることが分かる
ものをご提示いただき、各店舗の条件にあわせてご利用ください。　マップは裏面！

４４


