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ミックス
からあげ弁当
100円引き

肉厚三元豚
カツカレー
200円引き

からあげ全種類
10％オフ

トマトソースの
ピザorハチミツ
チーズのピザ
100円引き（単品）

熊谷ホルどん
熊谷B級グルメ選手権グ
ランプリ受賞の熊谷ホル
どん！おなじみの味は知
らなきゃ損！本当に美味
しいよ！

営業時間  11:00 ～ 16:00
定 休 日  月曜☎048-532-4546

満願堂
¥400

熊谷市新堀942-2

2121

がり家のからあげ
熊谷産の小麦粉を使った
がり家のからあげ。どこ
よりも美味しく、一度食
べたらクセになることま
ちがいなし。

営業時間  17:00 ～ LAST
定 休 日  月曜☎048-522-7444

星川横丁 居酒屋 がり家
¥400

熊谷市星川2-64　栗原ビル１階

2626

八百屋さんのヤキソバフライ
野菜肉やきそばをフライ
で包みました。昔なつか
しい味を楽しんでネ。

営業時間  9:30 ～ 18:00
定 休 日  日曜☎0493-39-3577

福智商店
¥400

熊谷市小八林2738-2

2020

豚肉のイタリアントマト煮込み
特製トマトソースと豚肉
をジューシーに煮込みま
した。ジータの人気メ
ニューです。

営業時間 
日～木17：30～翌0:00
金・土・祝前日17:30 ～翌2:00
定 休 日  無休

☎048-527-5577
ラ・ベットラ・ダ・ジータ

¥500

熊谷市筑波2-49-6

55

にんにくからあげ
熊谷産の小麦粉を使った
からあげです。中はもっ
ちり！！外はカリカリの
ジューシー唐揚げです！！

営業時間  10:30 ～ 20:30
定 休 日  無休☎048-598-6397

元気ダマ亭
¥400

熊谷市宮町2-152

1414

一将特製もつ煮
熊谷の食肉センター工場
長推薦の豚ホルモン大腸
を使用したもつ煮は一度
食べたらやめられませ
ん。

営業時間  17:30 ～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-511-0049

居酒屋 一将
¥400

熊谷市戸出879-2

2424

石窯焼きピザ
熊谷地粉で作った生地をの
ばし地元野菜などをトッピ
ング、高温の薪窯で一気に
焼き上げる本格ピザです。

営業時間 
ランチ（月～金）11:00 ～ 15:30
ディナー（火～土）18:00 ～ 21:30
定 休 日  日曜

☎048-526-0189
ピッツァプリマヴェーラ

¥500

熊谷市石原631-13

1919

やきとり
笑顔と元気なやきとり。
秘伝のたれでうまい！！

営業時間  11:00 ～ 15:00
）制約予全完（  　　　   

定 休 日  月曜☎048-588-0117
天王店

5本 ¥500

熊谷市 和田848

33

雪帽子
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  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」

¥300

熊谷市樋春152

99

いちごミルク
こだわりの苺ミルクソー
スをたっぷりかけた雪く
まです。今年の夏も暑い
熊谷で、雪くまをお楽し
みに！

営業時間  9:00 ～ 19:00
 ）00：81～00：9日祝・日（ 
定 休 日  火曜☎048-522-1691

菓子司　三河屋
¥400

熊谷市宮町2-4

2525

火モツ
自家製の辛みそと、ブリ
ブリのモツを火のように
熱くうま辛く煮込みまし
た！

営業時間  17：00～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-522-7788

大衆酒屋 つの☆いち
¥400

熊谷市筑波2-109

1515

山田屋の唐揚げ
きんまるしょうゆ（熊谷）
含む三種類のしょうゆを
使用した絶品の唐揚げを
どうぞご賞味ください。

営業時間  11:30 ～ 14:00
　　　　  15:30 ～ 20:00
定 休 日  不定休☎048-577-4443

鶏の唐揚げ専門店　山田屋
¥300

熊谷市広瀬263-1

2828

イチゴレアチーズ
熊谷B級グルメ大会第3
回、第4回３位だった雪
くまイチゴレアチーズで
今度こそ優勝目指してリ
ベンジします。

営業時間  9:00 ～ 19:30
（雪くまの販売11:00 ～ 18:00）
定 休 日  火曜☎048-532-7242

シノン洋菓子店
¥400

熊谷市新堀954-1

2222

山芋チュロス・アイスクリーム
妻沼産の山芋を使って
作ったチュロスはしっと
りフワフワ。揚げたての
チュロスとアイスクリー
ムのマリアージュ。

営業時間  17:00 ～翌0:00
定 休 日  無休☎048-527-3729

牛たん　響や
¥300

熊谷市星川2-59

1212

仙台牛すじ煮込みカレー
A５ランク仙台牛を贅沢
に使って出汁をとり２０
種類以上のスパイスを独
自に配合。究極のビーフ
カレーの完成です。

営業時間  17:00 ～翌0:00
定 休 日  月曜☎048-594-9920

炭火ダイニングココロ
¥400

熊谷市久保島2300-1

2323

ねぎみそビフテキ丼
ピリ辛のねぎみそを炭焼
きビフテキにかけ、どん
ぶりにしました。炭の香
りとピリ辛ねぎみそのベ
ストマッチ！！

営業時間  11:30 ～ 14:30
              17:00 ～翌0:00
定 休 日  不定休

☎048-526-2612
市場の食卓 ブッチャーズハウス

¥700

熊谷市筑波二丁目54オーキッドビル2Ｆ

1313
青山カレー工房のカレーう
どん登場！カレー専門店が
腕をふるった「華麗なる」味
わいをお楽しみください。

営業時間  11:30 ～ 20:00
定 休 日  月曜（祝日を除く）☎048-598-8091

青山カレー工房
¥300

熊谷市銀座2-10-2　アネックス銀座1Ｆ

1616

ふるさとの雪どけ
沖縄の黒糖と甘さ控えめ
のあんとミルクの調和さ
れた昨年同様ふんわり食
感の雪くまです。

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
¥400

熊谷市津田新田816

1717

ビックリ揚げ団子
今回は団子にスポットを
あててみました。団子を
しょうゆにつけグラ
ニュー糖をかけて揚げま
した。とても美味しくな
りました。

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

御菓子司　花扇
1本 ¥120

熊谷市中西3-15-15

2727

メキシコ料理 やみつきビーフタコス
アメリカ帰国後店主が熊
谷初のタコス店オープ
ン。「熊谷食本」ほかJ：
COMTVでも紹介！お勧
めはビーフタコス！

営業時間  17:00 ～ 22:00
定 休 日  日曜・祝日

☎048-521-1533
Mexican Dining Hana-Hana

¥500

熊谷市大原1-23-12

44スペシャルぶっかけ
讃岐うどんがカルボナー
ラ風パスタへ変身！！自
家製麺たけむらスペシャ
ルぶっかけを、ぜひご賞
味ください。

営業時間  7:30 ～ 14:00
休市日・日曜9:00 ～14:00
定 休 日  第二・四日曜☎048-527-8839

讃岐うどん たけむら
¥400

熊谷市佐谷田1422熊谷青果市場内

22

ねぎどっさりもつ煮込み
臭みがなく柔らかい皆に
大人気のもつ煮込みで
す。味がしみ込んだもつ
煮を深谷ネギたっぷりで
どうぞ！！

営業時間
日～木17:00 ～翌0:00
金・土・祝前日17:00 ～翌2:00
定 休 日  年末年始

☎048-522-9449
ハッピー酒場 金ちゃん

¥400

熊谷市弥生2-62

1111

ピリ辛ハーフチキン
外はカリッ！中はジュー
シー！お子様からご年配
の方まで食べられるピリ
辛味に仕上げています。
ぜひお試しください！

営業時間  10:00 ～ 19:00
定 休 日  日曜☎048-521-0811

鳥末本店
¥200

熊谷市鎌倉町154

1818

芝エビのマヨネーズ和え
紅龍オリジナルのソース
は甘くてやみつきになる
こと間違いなし。エビも
プリプリなのでぜひ食べ
てみてください。

営業時間  17:30 ～翌5:00
定 休 日  年中無休☎048-524-4546

中華居酒屋　紅龍
¥500

熊谷市星川2-81　中村写真館1Ｆ

77アメリカンチキンレッグ
インパクト大のチキン
レッグを当店オリジナル
の味付けで提供。

営業時間
月～土 ランチ11：00～15：00
ディナー 18：00～翌0：00
日ディナー 18：00～翌0：00
定 休 日  木曜・第三水曜

☎048-598-5955
Leposiny cafe

¥400

熊谷市拾六間1008

66

豆腐田楽
炭火でじっくり焼き上げ
た、風味豊かな焼き豆腐
に特製田楽味噌をたっぷ
り乗せて仕上げた豆腐田
楽です。

営業時間  8:00 ～ 19:00
定 休 日  正月１日～４日☎048-588-1548

丸橋食品
1本 ¥150

熊谷市西野8-6

1010

生キャラメルちゅうちゅうプリン
I have a ちゅうちゅうプ
リン　I have a 生キャラ
メル　ウー　生キャラメ
ルちゅうちゅうプリンス
トローで！？

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

（有）清月堂
¥200

熊谷市妻沼1448-1

88

エビイカ春巻
パリッ！サクッ！プリッ！
昨年大好評！当店人気
№１ながーいエビイカ春
巻！今大会特別価格！お
試しあれ！

営業時間  11:30 ～ 14:00
 　　　　 17:00 ～ 23:00
定 休 日  日曜・祝日☎048-577-3773

中華食堂　睡蓮
1本特別価格 ¥200

11

トマトソース、
ハチミツチーズ

1ドリンク
サービス

雪くま
50円引き

クーポン1枚につき
雪くま1杯50円引き

宴会予約の場合、
飲み放題１時間延長

全品
10％OFF

1ドリンク
サービス

1ドリンク
サービス

1ドリンク
サービス

雪
くま

雪
くま

雪
くま

雪
くま

今大会
特別価格

内に割引内容が記載されているお店では「また、くうぽん券」が使えます。グルメPR内のグルメPR内の


