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今秋、熊谷市で「全国ご当地うどんサミット」が開催されます！

第7回
全国ご当地うどんサミット2017

in 熊谷
●開催日：平成29年11月18日（土）・19日（日）　2日間　　●会場：熊谷スポーツ文化公園　 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

ラグビーワールドカップ2019　熊谷開催
熊谷B級グルメ大会会場にある、

ラグビー体験コーナーで楽しもう！

物産・甘味処「くまが屋」コーナー

特別出展コーナー
特別出展コーナーでは、熊谷市妻沼が舞台のグライダー漫画「ブルー
サーマル」の作者・小沢かな先生のサイン会が開催されます。また上
田市観光物産PRコーナー、森林公園PRコーナーでは物産品の販売や
初夏から夏にかけての観光イベント情報もおとどけいたします！

・「ブルーサーマル」サイン会テントにて、
コミックス最新巻第４巻を購入された方
に参加券をお渡しします。（お一人様１冊）
・販売は午前１０時３０分から開始します。
（50名限定）
・時間の指定はできません。
・サイン会は各回２５名の合計５０名です。

①11:00～
②13:00～

開始
時間

グライダー漫画「ブルーサーマル」の作者

小沢かな先生サイン会

参加方法

○小沢かな／新潮社　月刊コミック
＠バンチにて好評連載中！
c

第4巻
発売記念

1,000円以上お買い上げの
お客様にみそおでん（6本入）を
1袋サービス

熊谷唯一の酒蔵です。
地元米で造った清酒や
酒粕、地元企業や大
学と共同開発した梅酒
や清酒は正に熊谷の
味。

営業時間  9:00 ～ 18:30
定 休 日  日曜、祝日☎048-532-3611

権田酒造（株）

熊谷市三ヶ尻1491

77

昔ながらの製法を守り
新しい物も取り入れ、
素朴で懐かしい味をお
届けします。ソフトア
イスも販売します。

営業時間  9:00 ～ 18:00
定 休 日  木曜☎048-521-5770

小島製菓

熊谷市銀座6-5-25

1313

創業1765年の老舗紅
葉屋が誇る熊谷銘菓
の五家宝。伝統の味
をぜひどうぞ。

営業時間  8:00 ～ 17:00
定 休 日  土曜、日曜☎048-521-0376

紅葉屋本店

熊谷市佐谷田3247

22

伊豆大島産の天草使
用のおいしいところ天
とこんにゃく切りおと
し、ゆず入りこんにゃ
くのサービス販売。

営業時間  8:00 ～ 19:00
定 休 日  日曜☎048-521-2040

まるはし商店

熊谷市円光1-1-5

88昔からお馴染みの市
内の老舗の４店です。
バラエティーなお菓子
揃えました。ご来店お
待ちしております。

66

小麦の名産地熊谷の小麦を
使って希少な小麦焼酎を造
りました。華やかな香りとさ
らりとした口当たりでほんの
り甘い味わいをお楽しみい
ただけます。

営業時間  8:00 ～ 21:00
定 休 日  日曜☎048-521-1009

（株）近江屋酒店

熊谷市肥塚4-7

1111 熱い熊谷を爽やかなド
リンクで潤します！ハジ
ケル炭酸でサイコーな
ひとときを過ごせるの
はコカ・コーラだけ！

☎0800-919-0509
コカ・コーライーストジャパン（株）

熊谷市玉井6-1

1212ふわっとトロける生地のどら焼、香ばしい

営業時間  9:00 ～ 19:30
定 休 日  無休☎048-521-1167

植竹製菓

熊谷市鎌倉町117

99

地元熊谷産の原材料
を使用し、真心をこめ
て手作りで製造してお
ります。

営業時間 
火～金11:00 ～ 14:00
（土・日・祝日　11：00～14：30）
定 休 日  月曜

☎048-536-8799
こうなん農産加工倶楽部「なご味」

熊谷市樋春152

1414

自社農園産のささぎと
新潟もち米使用のお
赤飯が、自慢の一品
です。

営業時間  9:00 ～ 17:00
定 休 日  不定休☎048-588-0315

(有)柳屋製菓舗

熊谷市妻沼台15-2

1010

地産地消の基本をもと
においしさぎゅっとつ

営業時間  9:00 ～ 15:00
定 休 日  八木橋百貨店様の定休日☎0493-39-1537

おおさと工房

熊谷市津田新田816

1616ラグビー関連の商品の和
菓子店です。二代目は認
定優秀和菓子職人として
頑張っており、お菓子の
事なら花扇と言われるよ
う、日々商品開発に親子
共々頑張ってます。冷し
甘酒も販売します。

営業時間  10:00 ～ 18:30
定 休 日  月曜☎048-526-0121

御菓子司　花扇

熊谷市中西3-15-15

1515

毎朝その日の気温に
あわせて手造りする
お団子、草餅、塩あ
んびんなどのほんも
のの味をお楽しみく
ださい。

営業時間  10:00 ～ 19:00
定 休 日  月曜☎048-521-1213

はせ川製菓店

熊谷市本町1-236

44猫の手『にゃドレーヌ』、
ハート『めぬマドレー
ヌ』。棒に肉球マーク
が出たら当たり、もう
１本。チョコバナナも
あります。

営業時間  9:00 ～ 19:00
定 休 日  月曜☎048-588-0164

(有)清月堂

熊谷市妻沼1448-1

33熊谷産小麦を使用した製
品をオリジナルで商品化
しています。設立１０年を
記念して腸内フローラを
活性化する「マーブル・
フローラ・サブレ」を新発
売！１日１枚１兆個１６種
類の乳酸菌がとれます。

営業時間  8:00 ～ 17:00
定 休 日  土曜、日曜

☎048-521-7801
認定NPO法人 くまがや小麦の会

熊谷市中奈良1797-1

11

おかげ様でちーず大
福発売11年。これか
らも「見てたのしい！た
べておいしい！！」そんな
お菓子をつくっていき
ます。

営業時間  8:00 ～ 19:00
　（日・月　8：00～18：30）
定 休 日  無休☎048-588-0102

さわた

熊谷市妻沼1416

55

昨年の大河ドラマ「真田丸」で名実共に全国区
となった長野県上田市。今年もまた人気の真
田十勇士グッズや農産物加工品等の販売をはじ
め、初夏のイベント、グルメ、温泉など上田の
魅力満載の観光情報をおとどけします。「信州
上田おもてなし武将隊」やご当地グルメ「美味だ
れ焼き鳥」（市外グルメコーナーにて出店）も応
援にかけつけます！是非お立ち寄り下さい！！
信州上田観光物産PRコーナー
上田市観光課

11

☎0493-57-2111

森林公園キャラクター「りんちゃん」が会場に登
場！記念撮影など触れ合ってください！！公園
では巨大じゃぶじゃぶ池「水遊び場」がオープ
ン！ファミリーで楽しく水遊
びを！！バーベキュー食べ放
題も開催中です★

国営武蔵丘陵森林公園

埼玉県比企郡滑川町山田1920

22

次郎庵 栄寿堂
（有）梅月堂本舗 コッペリア
ラッキーベーカリー
出川製菓

熊谷市箱田1-6-8
熊谷市宮町2-140-3
熊谷市筑波3-39
熊谷市末広1-67


