
市外グルメコーナー

あなたの1票が熊谷の
ベストフードを決める！
・本部テント横の投票所で「碁石」を配ります
・美味しかったお店、応援したいお店、
 これぞ熊谷！というお店に投票してください
・投票はお一人様１票です
・投票時間は午前10時から午後2時までです

C 熊谷市

トッピング
一品サービス
（豚バラ肉以外）

ベーグル３個以上お買い上げで、
全粒粉100％シナモンロールを1つサービス

けんちんうどん
出汁をとる鰹節は店で削
ることでつゆは風味豊か
な仕上がりに。麺は熊谷
の地粉「あやひかり」を使
用しています。野菜たっぷ
りのけんちんうどんでご賞
味ください。

営業時間  11:00 ～ 20:00
定 休 日  日曜☎048-522-1867

そば処　木村屋
¥400

熊谷市筑波2-20

3232蔵出しメガ盛りからあげ
国産鶏を国産にんにくと
国産しょうがを使った秘
伝のタレに漬け込んだ唐
揚げです。

営業時間  16:00 ～ 22:30
定 休 日  月曜☎090-2204-7637

居酒屋　む幻や
¥500

熊谷市本町2-41

2929

魚介豚骨うどん（かけ）
お馴染み魚介豚骨うどん
の「かけ」バージョン！濃
厚スープに絡んだ地粉う
どんが絶品！

営業時間  11:00 ～ 15:00
定 休 日  火曜、第1,3月曜☎048-598-8829

手打ちうどん こんこ屋
¥300

熊谷市肥塚1392-8

3535

Me Source Da Men
店舗で使用している自家
製串揚げソースに味噌と隠
し味を足し作り上げた、今
までにない焼きそばです！

営業時間 
火～木・日17:00 ～翌0:00
金・土17:00 ～翌1:00
定 休 日  月曜

☎048-594-8498
串ZEN　廣吉

¥400

熊谷市筑波3-53 ダイコー第2ビル1Ｆ

3131

ブラジルコロッケ･コシーニャ
熊谷で世界各国の母の味を満喫。
コシーニャとはブラジルの家庭料理。
ポテトの中にツナやチーズの入った
子供も大人にもウケ抜群のひと品！

営業時間
火～木19:00 ～翌3:00
金・土・祝前日19:00 ～翌5:00
日19:00 ～翌1:00
定 休 日  月曜

☎048-598-6688
ダイニングバー　マミー

5個入り ¥300

熊谷市弥生二丁目9

3636

メガ盛り五目やきそば
栗田麺は多加水麺でモチ
モチ超太麺！！７種の野
菜とキクラゲを使い４種
のソースで仕上げた五目
焼きそばです。

営業時間  20:00 ～翌1:00
定 休 日  日曜☎048-522-3977

アリュール

メガ盛 ¥400
超メガ盛 ¥500

熊谷市弥生1-31-1

3030

チキチーデミロール（温玉付）
とろけるチーズ！デミグラ
スチキン！パリパリ春巻！
温玉をディップでより美
味しい。

営業時間  11:30 ～ 14:00
              17:30 ～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-577-7563

ミート＆チーズ  バル 零じ屋

熊谷市筑波2-38-2 三和ビル1Ｆ

3434すげー！焼きまんじゅうの味がする。
特選みそぱんベーゴー

もっしも「みそぱんベーゴー」負けた
なら、電信柱に花が咲き、焼いた
さんまが泳ぎだす、泳ぎだす。ご
来場の皆様、投票お願い致します！

営業時間  10：00～ 19:00
定 休 日  日曜・月曜不定休☎048-522-7717

ウスキングベーグル
¥230

熊谷市筑波1-175-3

3333

チーズin鶏メンチ
国産地鶏の挽肉をジュー
シーに揚げ、チーズを中に
入れました。あっさりジュー
シーな一品をご賞味あれ！！

営業時間  11:30 ～ 14:00
 　　       17:00 ～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-526-8330

熊谷つくね横丁 炭じろう
¥200

熊谷市筑波1-14-3

3737

元祖ぶたから
創業昭和47年日本で唯
一豚の唐揚げが食べられ
るお店。羽生市推奨品。
〈一子相伝〉秘伝の味を
ぜひご賞味ください。

営業時間  11:30 ～ 21:00
定 休 日  木曜
    　　　イベント出店時☎048-562-1250

味のイサム
¥500

羽生市須影108

11 糸魚川ブラック焼きそば
日本海で獲れた新鮮なイ
カとイカスミを使用。ソー
ス味の焼きそばの上にふん
わり卵がのった風味豊かな
美味しい焼きそばです。

☎025-552-1742
糸魚川うまいもん会

¥500

新潟県糸魚川市大町1-7-11

22 ゼリーフライ
大人気の行田のご当地
グルメ。衣のないコロッ
ケのような見た目で、お
からやジャガイモなど食
物繊維が豊富でヘル
シー。

営業時間  10:00 ～ 18:00
定 休 日  日曜、祝日☎048-555-3927

山越精肉店
1枚 ¥100

行田市長野3-7-32

33 そうからあげ
からあげの衣に草加せん
べいをブレンド。外はパ
リカリ、中はやわらか
ジューシーな絶品からあ
げです。

営業時間  11:00 ～ 21:00
定 休 日  不定休☎048-945-7533

インどり屋
¥500

草加市高砂2-10-21

44

川口麦味噌パンチ焼き
川口特産の麦味噌を使用
したパンチのきいた辛味
噌豚串をご賞味下さい。

☎048-297-3097
（株）BANIO

¥500

川口市差間59-14

55 富士宮やきそば
世界遺産富士山の恵みが
たっぷり本場本物の富士
宮やきそば。麺許皆伝書
を授かった焼手がつくり
ます。

☎048-555-0799
公認・富士宮やきそば　マルコ

¥400

行田市矢場1-7-14

66 上州沼田名物焼まんじゅう
ふわふわもちもちの生地
に、秘伝のみそだれを
ぬって焼き上げる。群馬
を代表するソウルフード
焼まんじゅう。

営業時間  9:00 ～ 17:00
定 休 日  日曜☎0278-24-0337

ほたかや
1本 ¥250

群馬県沼田市下久屋町718

77 キーマカレーライス
キーマカレーパン

キーマカレーライス
キーマカレーパン

TV「アド街」新聞等で紹
介。遠方からのリピー
ター続出！インド人シェ
フが日本人好みの味に仕
上げています。

営業時間  11:30 ～ 14:30
　　　　  17:00 ～ 20:00
定 休 日  水曜（祝日営業）☎0493-74-5220

インド料理ラジュモハン
¥200
¥300

比企郡小川町大字腰越646-3

88

肉巻きおにぎり
下北沢名物！ニックン
ロール。国産にこだわっ
た無添加・手作りの肉巻
きおにぎりです。

営業時間  12:00 ～ 21:30
定 休 日  不定休

☎070-5579-9897
東京・下北沢名物 ニックンロール

¥400

世田谷区北沢2-14-15

99 のっけうどん
「好きなものをのっけて、
混ぜてたべる」それが
『のっけうどん』。今回は
ピリ辛の肉味噌をのっけ
た台湾まぜそば風。

滑川のっけうどん研究会
¥500

比企郡滑川町土塩554-1

1010 北本トマトカレー
北 本 市 産 のトマトを
ルゥ・ライス・トッピン
グに使用したトマトづく
しのおいしいカレーライ
スです。

☎048-591-4983☎0493-81-6762
北本トマトカレーの会

¥500

北本市中丸10-86

1111 焼餃子
こだわりは、もっちもち
の自家製皮！餡には干し
貝柱と自家製合わせ味噌
を加えているのが特徴。

営業時間  11:00 ～ 20:00
定 休 日  不定休☎028-633-0634

味一番
5個 ¥300

栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 MEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店B1

1212

美味だれ焼き鳥
信州上田発祥の食「ニンニク
醤油だれ」＝「美味だれ」を
かけて食べるのが上田流。
超日本品質にこだわり全て
が国産。信州上田の名物店
が今年も参戦！番長の本気
ご覧あれ！

営業時間
平日17：00～ 22：30
土日12：00～ 22：00☎0268-26-1818

やきとり番長®

®

¥500

長野県上田市天神1-1

1313

ミ ソース ダ メン

1本 ¥200
温玉付 ¥300

生ビール
100円引き

生ビールor
角ハイ1杯
サービス

ハイネケンの生ビール
１杯サービス

4,500円（飲み放題
2時間付）コースが
お一人様3,800円に

くまが屋・オブ・ザ・イヤー2016優勝

くまが屋・オブ・ザ・イヤー2016優勝

※上記の注意事項をよくお読みください。
平成29年5月29日（月）～7月31日（月）

利用期間 平成29年5月29日（月）～7月31日（月）

※１組様１回につき１枚のみ有効です。
※他のサービス券との併用はできません。
※現金との引替はできません。
※ご利用の際は、下記くうぽん券を切り
取ってご利用ください。

グルメPR内の
サービスが受けられます。

内のグルメPR内の
サービスが受けられます。

内の

第7回

第7回 また、くうぽん券また、くうぽん券

また、くうぽん券また、くうぽん券
利用期間

※上記の注意事項をよくお読みください。
平成29年5月29日（月）～7月31日（月）

第7回

また、くうぽん券また、くうぽん券
利用期間

※上記の注意事項をよくお読みください。
平成29年5月29日（月）～7月31日（月）

第7回

また、くうぽん券また、くうぽん券
利用期間


