
今年のテーマはキャンプ‼

投票締切:����年��月�日 ��:��

火を使わずにヘリウムガス風船とLEDランプを使ったランタンに重り付きの紐を取付け飛ばした後にお持ち帰りいた
だくイベントとなります。安全に参加でき小さなお子様も一緒にお楽しみいただけます。

［ 事務局 ］大道舎内  TEL. 042-750-0423〔午前 9時～午後 9時〕
協力：相模原商工会議所青年部

https://www.sagamihara-festa.com/

協賛：株式会社サーティーフォー／株式会社奥村組／株式会社三和／協和ACI 株式会社／キリン産業株式会社
　  三光ホーム株式会社／明治安田生命保険相互会社／株式会社ディー・エヌ・エー／相模ガス株式会社
　  株式会社 AIRWOLF／ウエインズグループ／U-BASE 相模
　　 株式会社日本物産

株式会社イノウエ／社会福祉法人相模福祉村／株式会社清和サービス／相模原市環境事業協同組合／相模原造園協同組合
株式会社ギオン／尾崎理化株式会社／相模原市 LPG協同組合・公益社団法人神奈川県 LPガス協会相模原支部・株式会社相模原エル・ピー・ジー会館
公認会計士・税理士小林恒夫事務所／株式会社旭商会／株式会社秋森鉄筋／横浜金属株式会社／北辰企業株式会社／ Tentipi ／ Lots 旅する車／刺繍 縫 -nui-
株式会社エフェクトメイジ／モータリスト合同会社／ふもとっぱら／さがみはら津久井産材利用拡大協議会／相模原ケータリング協会／ ARTDESHINE JAPAN 
CielBleu. le petit aterier ／株式会社サイファクトリー
株式会社オギノパン／株式会社マーク電子／相模湖リゾート株式会社／株式会社ナンエツ工業／新光ネームプレート株式会社／株式会社ジェイ・ホールディングス／株式会社高橋石材店／株式会社大丸製作所
池田自動車工業株式会社／認定こども園田名幼稚園／公益社団法人相模原市観光協会／公益社団法人全日本不動産協会さがみ支部／一般社団法人神奈川県トラック協会相模原ブロック／相模原事務用品協同組合
相模原 it's 店舗会／きらぼし銀行相模原支店／横浜銀行相模原駅前支店／西武信用金庫矢部支店 橋本支店／多摩信用金庫相模原支店／山梨信用金庫橋本支店／中央労働金庫相模原支店
大和証券株式会社相模原支店／株式会社中村書店／相模原商工会議所青年部OB会／相模原商工会議所

ユニフォームスポンサー : 株式会社ウイッツコミュニティ／株式会社ディー・エヌ・エー
サガミハラ高校生ダンス選手権スポンサー : 株式会社橋本自動車学校／ノジマステラ神奈川相模原

主催：潤水都市さがみはらフェスタ実行委員会　共催：Let's Chill Out! 実行委員会

15 時ごろ6

投票券はラーメン1杯に
1膳付いてくる「箸袋」です。
●ラーメンを食べて一番良
かったラーメン店に投票
してください。

相模原のNo.1食べて
選ぼう

［投票締切］

6日
14時まで

※各店舗が当日使用するどんぶりは、ミニサイズの共通品で、写真と
は異なります。
※各店舗が当日販売する商品は、写真のラーメンのみです。

！工夫を凝らした

※各店舗が当日使用するどんぶりは、ミニサイズの共通品で、写真と
は異なります。
※各店舗が当日販売する商品は、写真のラーメンのみです。

［投票締切］

日
時まで
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潤水都市さがみはらフェスタ2022with Let’s Chill Out!投票券

8 7 6 5 4
3
2
1

ゴ
ミ

さがみはらぁ麺エリア
ラーメン襲来1

緑区橋本1-24-20

海老味噌ラーメン
ラーメン襲来

緑区橋本1-24-20

海老味噌ラーメン
味噌が引き立つ海老の
香り、縮れ麺がスープ
に良く絡み、味噌と海
老を感じる一杯。

しゅうらい

ラーメン襲来

海老味噌ラーメン
味噌が引き立つ海老の
香り、縮れ麺がスープ

しゅうらい

天酔2

中央区相模原2-2-12  1F

特選ねぎ
チャーシュー麺

中央区相模原2-2-12  1F

チャーシュー麺
神奈川県産の豚肉を使った
チャーシューに相模原産の
長ネギをたっぷりのせた
あっさり系の醤油ラーメン
です。

てん　すい

ラーメン三浦4

中央区相模原4-2-13

醤油ラーメン

昭和の時代の
ラーメン

み う ら

ラーメン三浦

中央区相模原4-2-13

醤油ラーメン

昭和の時代の
ラーメン

ラーメン三浦

醤油ラーメン

昭和の時代の

み う ら

勇志郎製麺研究所5

南区東林間2-15-7

頑固おやじ
涙の醤油らーめん

南区東林間2-15-7

頑固おやじ
涙の醤油らーめん
コロナで大打撃を受け
た飲食店にいたおやじ
の渾身の一杯。涙・涙
の超大作

涙の醤油らーめん

ゆう　し　ろう

らぁ麺食堂  吉凛3

緑区西橋本1-19-48

吉凛の潮らぁ麺
ラーメン三浦4

中央区相模原4-2-13

醤油ラーメン

昭和の時代の
ラーメン

らぁ麺食堂  吉凛

緑区西橋本1-19-48

吉凛の潮らぁ麺
シンプルで贅沢な一杯を。鹿児
島県産「赤鶏さつま」を使用した
鶏ベースの端麗スープに、沖縄
の海水塩「青い海」、マグロ節本
鰹、シジミから出汁をとったカ
エシを合わせます。麺は北海道
産小麦使用の細麺で、モンゴル
産天然由来のかんすいを使用。

きち  りん
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シンプルで贅沢な一杯を。鹿児
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の海水塩「青い海」、マグロ節本
鰹、シジミから出汁をとったカ
エシを合わせます。麺は北海道
産小麦使用の細麺で、モンゴル
産天然由来のかんすいを使用。

ちち  りん りん

博多長浜らーめん六角堂  淵野辺本店7

中央区共和4-22-6 エビスビル105

特製長浜ラーメン

15 時ごろ6

博多長浜らーめん六角堂  淵野辺本店

特製長浜ラーメン

当店自慢の濃厚
豚骨スープに極
細麵の全部のせ、
この一杯をぜひ
ご賞味ください。

 ろっ かく どう

中央区共和4-22-6 エビスビル105

特製長浜ラーメン

中央区共和4-22-6 エビスビル105

特製長浜ラーメン

当店自慢の濃厚当店自慢の濃厚
豚骨スープに極豚骨スープに極
細麵の全部のせ、細麵の全部のせ、
この一杯をぜひこの一杯をぜひ
ご賞味ください。ご賞味ください。

らーめん 一平家6

中央区相生1-1-17

濃厚えび出汁みそラーメン
甘えびの出汁を自慢の豚
骨スープに合わせました。
特製味噌を使用し、えびの
旨味と風味が溢れる一杯
に。レアチャーシューもご
堪能あれ。

いっ   ぺい  や

中央区共和4-22-6 エビスビル105

特製長浜ラーメン

当店自慢の濃厚
豚骨スープに極
細麵の全部のせ、
この一杯をぜひ
ご賞味ください。

濃厚えび出汁みそラーメン
甘えびの出汁を自慢の豚
骨スープに合わせました。
特製味噌を使用し、えびの
旨味と風味が溢れる一杯
に。レアチャーシューもご

濃厚えび出汁みそラーメン
甘えびの出汁を自慢の豚
骨スープに合わせました。
特製味噌を使用し、えびの
旨味と風味が溢れる一杯

清勝丸 相模大野店8

南区相模大野3-3-2
ボーノ相模大野A-219

濃厚中華そば

2014年準グランプリ
の清勝丸一押しの商
品。豚骨ベースですが
さらっといけちゃう女
性にも大人気商品

せい しょう まる

南区相模大野3-3-2
ボーノ相模大野A-219

濃厚中華そば

南区相模大野3-3-2
ボーノ相模大野A-219

濃厚中華そば

2014年準グランプリ2014年準グランプリ
の清勝丸一押しの商の清勝丸一押しの商
品。豚骨ベースですが品。豚骨ベースですが
さらっといけちゃう女さらっといけちゃう女
性にも大人気商品性にも大人気商品

犬を連れてのご来場について
今年のさがみはらフェスタは装いを新たに、相模原市の特色の一つであるキャンプやアウトド
アをテーマに開催することになり、その一環として例外的に犬を連れてのご来場も可とさせて
いただきます。つきましては、飼い主の皆様は次の点につきご確認の上、ご来場いただけます
と幸いです。

・他のご来場者様のご迷惑にならないようにお気を付けください。
・必ずリードをご使用ください（150cm以内を目安にお願いいたします）。
・人混みや他のご来場者様との距離をとれないときは、適宜リードを短く持つ、抱きかかえる等ご対応ください。
・糞尿の処理は責任をもって行ってください。
・飲食店等の出展者が衛生面や、自店の他のお客様との兼ね合いで必要と判断した場合には、当該店舗のご利用を
　　ご遠慮いただく場合がありますので、予めご了承ください。
・同様に実行委員会が必要と判断した場合には、お声掛けさせていただくことがあります。
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カーショーキャンプ
エリア

ｴエリアｱ

キッチンカーエリア

ディーラーブースL
エリア

ディーラーブースS
エリア

フリースペース
サガミハランタンエリア

ステージエリア

飲食・物産エリア

キャンプイン
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スワップミート
エリア

カーショ-エリア

アクティビティ

ふわふわ遊具

受付ブース

試乗エリア

駐輪場
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手洗い場
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ゴミ箱
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駐輪スペース
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キッチンカーエリア

飲食・物産エリア

ディーラーブースLエリア:BL

ディーラーブースSエリア:BS

スワップミート・ワークショップエリア:SW

�　 株式会社JOY-BASE
�　 〃
�　 〃
�　 〃
�　 SMITH
�　 株式会社グローバル・ウノ
�　 CARLSBAD合同会社
�　 犬服Lawrie
�　 X-cabin

��　有限会社マジック・ワンド
��　（個人出店）
��　イエローフラッグ
��　長谷川工業株式会社
��　〃
��　Artdeshine
��　NITTO
��　DANNER(ABCマート）
��　〃
��　〃
��　〃
��　LALPHA
��　〃
��　RANGERS /クラシックキャンパージャパン
��　株式会社クロコアートファクトリー
��　U-BASE相模
��　〃
��　FOR YOU METAL WORKS
��　rikunosukeshop
��　PAJAMAMOON
��　モッズファクトリー
��　株式会社ブロー
��　田村駒株式会社(FOLBOT)
��　CHEERBEE(R)
��　Tentipi & 真島辰也
��　〃
��　TSDStyling/T-styleAutoSales
��　Lots旅する車
��　〃
��　Godisru （ゴディスル)
��　WPL JAPAN
��　AUTOMOBILE COUNCIL
��　VACATION FOR LIFE JAPAN
��　〃
��　ジファージャパン株式会社
��　DRIMO（ドリモ）

��　��explore
��　James BAROUD
��　神戸マッチ株式会社
��　CAMMOC
��　RugRu
��　ファクトリーギア株式会社
��　PROUD CHIPPY
��　〃
��　〃
��　CAMP＆CRAFT
��　MONORAL

�　 株式会社beech
� 　優浬旗工房(NOLIMIT PRODUCTS)
� 　株式会社シームーン
� 　株式会社プラグフラックス
� 　NAVY co.
� 　VIVAHDE
� 　オヘソファクトリー株式会社
� 　〃
�　 CONTAINER LODGE

��　flames
��　さがみはら津久井産材利用拡大協議会
��　〃
��　有限会社ルーセント
��　株式会社スタンダードランドスケープデザイン
��　〃
��　ADVENTURE DOGS CLUB
��　HURIT
��　ふもとっぱら
試乗�　JEMPA（日本電動モビリティ推進協会）
試乗�　モータリスト合同会社
本部  　刺繍 縫-nui-

�　 OEM FACTORY
�　 〃

��　Northfarm Spineshop
��　BUDDY U.S.CLOTHING
��　〃
��　〃
��　My Favorite
��　〃
��　KALAMA Glass Art Studio
��　ReichelLIFEWORKS.
��　〃
��　rokuro＊kanna
��　株式会社レイティー
��　〃
��　（個人出店）
��　MONORAL
��　ocean resin artist Lana_eri
��　（個人出店）
��　スタジオペチカ
��　〃
��　RadioDEPT
��　エアストリームライフ＆TEDS(TEDPOP)
��　〃
��　古雑貨屋そら廻
��　（個人出店）
��　〃
��　（個人出店）
��　アウトドア酒場キャンプ
��　〃
��　（個人出店）
��　LOCO
��　aya okyu-unit
��　leather craft wand × pokabeads
��　株式会社TAKEDA
��　コワーキングスペース TAKE A NAP
��　At the Hop
��　DropDrops
��　Clumsy Design Works Co.
��　Frog's smile
��　analogstyle chigasaki resinart
��　efim

�　 (土)KPS Plate　　  �　(日)���� Flower Market
�　 (土)SUNNY BATIK　�　(日)（個人出店）
�　 clue.
�　 ウィットニーポール
�　 CHILLGARAGE
�　 〃
�　 （個人出店）

�　 (日)EL CAMION by T.Y.HARBOR Brewery
�　 (土)ARROWIN　�　(日)WEEKEND
�　 たん家 湘太
�　 Food Boat Cafe
�　 バーリカーズ
�　 一八
�　 アイケット
�　 すごいっ手羽
�　 KAキッチン

��　アイル
��　銀座惣菜店
��　K-MEN
��　からあげtheぱりぱりぱーり
��　(土)Funny's Kitchen　��　(日)眞田珈琲
��　(土)キトキトカフェ　     ��　(日)ぶどう亭
��　(土)Red Barn cafe　   ��　(日)ファミリーキッチン

1　 AIR WOLF
2　 野楽
3　 一般社団法人　津久井観光協会
4　 旬菜厨房　海月
5　 SPICE BAR 山族
6　 相武台商店街
7　 サカズキ屋
8　 天酔
9　 株式会社高座豚手造りハム

��　さがみ生活クラブ生活協同組合
��　株式会社オギノパン
��　ソレアド

��　日産自動車株式会社 EVでCAMP !
��　相模原市
��　相模原法人会中央北支部
��　(土)株式会社橋本自動車学校

(日)井上尚弥・拓真 後援会
��　明治安田生命保険相互会社
��　SC相模原（DeNA）
��　FM HOT ���（エフエムさがみ）
��　佐川急便株式会社相模原緑営業所
��　かながわたばこ商業協同組合相模原支部・
　　日本たばこ産業株式会社

【バンジートランポリン、スライダー、�WDキッズカート】
 I LOVE OUTDOORS JAPAN

【スラックライン】 EXALER
【ボルダリング、トランポリン】 JAPAN OUTDOOR LIFE
【ふわふわ遊具】 株式会社ビーウィッチコミュニケーション

アクティビティ

※出展内容は変更となる場合もあります。

����年以来いまだに尾を引くコロナ禍により、今年も様々なイベントやおまつりが延期
や中止を余儀なくされる中、あの補給廠で開催する「さがみはらフェスタ」が帰って来
た！今年、装いを新たに「潤水都市さがみはらフェスタ���� with Let's Chill Out!」とし
て��月５日㈯・６日㈰、相模原市の特色の一つである「キャンプ」をテーマに開催！
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半在家祭囃子保存會
塩田囃子連
開会式
CRAZY HiTMAN
高校生ダンス選手権
キッズダンスリサイタル
高校生ダンス選手権表彰式
優勝チームパフォーマンス
さがみはLOVER
さがみはLOVER表彰式
-nui- DJ Ryohei
加治良浩

　　　　　　　　   　　打ち上げ

ChiyoTia
DJ SHOWMA
第１日目終了

チルアウトMC井手大介によるブース巡り
HOLIDAY BAND
KARAQRI (フリースペースにて)

daisuke katayama
サガミハラエッジ芸人バトル
さがみはらぁ麺グランプリ投票締切
サガミハラエッジ芸人バトル表彰式
さがみはらぁ麺グランプリ表彰式
カーショーアワード、協賛品抽選会
エンディング

ダンスのレベルが高い相模原をもっと世の中に広
げるべく、相模原市の高校生ダンスチームが会場の
ステージ上で熱いダンスを披露してくれます。

麻溝台高等学校：  HelenA（エレナ）
神奈川総合産業高等学校： Teddy Guys
上鶴間高等学校：  ILL CRAZY
城山高等学校＋１（エキシビション参加）： jungdog

相模原に愛ある人たちによる、相模原の良さを
アピールする全力のステージパフォーマンス！

５日（土）13：00ごろ

５日ステージ出演者

６日ステージ出演者

５日（土）��：��ごろ

タイムスケジュール

6日（日）12：30ごろ

会場マップ

プロ・アマ、芸歴、ジャンルは問わず、お笑いに命をかける
エッジの効いた芸人であれば参加できるコンテスト型お
笑いバトルです。

日本初のアウトドア×カスタムカーを
軸とした、多様かつスペシャルなカル
チャーが集結するキャンプイベント。

さがみはLOVER シ̃ビックプライド選手権

エッジの効いた芸人たちのお笑いバトル

毎年レベルアップした
有名校が集まります

ふとっちょ☆カウボーイ
[ラフィーネプロモーション］

シロハタ
[ビクターミュージックアーツ］

徳原旅行
[マセキ芸能社］

真心タッチ
[TAP］

アマレス兄弟
[フリー］

シオマリアッチ
[グレープカンパニー］

さとなかほがらか
[浅井企画］

青色 � 号
[太田プロダクション］

大提灯
[太田プロダクション］

ブリキカラス
[松竹芸能］

DJ SHOWMA
�日（土）��：��～

CRAZY HiTMAN
�日（土）��：��～

-nui- DJ Ryohei
�日（土）��：��～

ChiyoTia
�日（土）��：��～

加治良浩
�日（土）��：��～

daisuke katayama
�日（日）��：��～

井手大介
�日（日）�：��～

HOLIDAY BAND
�日（日）��：��～

KARAQRI
�日（日）��：��～
フリースペースにて

５日sat ６日sun

毎年

今年のテーマはキャンプ‼
さがみはら
フェスタ

スワップミート
ワークショップ アクティビティ

カーショー
キャンプイン

ディーラーブース


