
メキシコ料理
ラグビーフタコス熊谷１１

PRPR
熊谷食本他ＴＶでも紹介大人気ビーフ
タコスのサルサソースに地元産ネギ使
用ラグビーフタコスでラグビー観戦。

営業時間  17時～22時
定 休 日  日曜・祝日

☎048-521-1533

¥500

熊谷市大原1-23-12

Mexican Dining Hana-Hana

くまがや桜22
HOHO
桜の葉を使用したミルクベースのシ
ロップと中のあんこを一緒に食べると
桜もちのような味わいが楽しめます。

営業時間  11時～15時
　　　　 18時～20時30分
定 休 日  日曜

☎048-522-1867

¥400

熊谷市筑波2-20

そば処 木村屋

33
PRPR
ピリッ‼と辛く旨味のあるマーラー豆
腐に自家農園で収穫した長葱と一緒に
‼一度食べたらやみつきになる絶品。

営業時間
17時30分～ LAST
定 休 日  不定休

☎048-527-7777

¥400

熊谷市筑波2-64 KSビルB1F

居酒屋 錦峰

44
LOLO
和牛をじっくり煮込んだ手作りスープと
ヤマトイモのラグビーボール唐揚げをの
せた絶品の熊谷冷麺が完成しました。

営業時間  17時～翌0時
定 休 日  月曜

☎048-594-9920

¥500

熊谷市久保島2300-1

炭火ダイニング　ココロ

55
LOLO
熊谷の特産品を使って作られたふわっ
ふわのスフレパンケーキです。

営業時間  11時～14時
　　　　 17時～23時
定 休 日  無休

☎048-514-0757

¥400

熊谷市籠原南2-355

BASE  DINER

66
FLFL
自家製の味噌ソースを使用した学校給
食の元ネタのやきそばです。ラグビー
ワールドカップバージョンです。

営業時間  
11時30分～14時
17時～翌0時
定 休 日  月曜

☎048-594-8498

¥350

熊谷市筑波3-53
ダイコー第2ビル1Ｆ

串ZEN　廣吉

77
FLFL
熊谷の地下水で育ったホンモロコ、熱
さに負けないすぱいしー味に仕立てま
した。旬の時期には活魚や加工販売を
行っています。

営業時間
平日8時30分～12時
土・日・祝8時30分～17時
定 休 日  不定休

☎090-4719-4776

¥500

熊谷市上中条1002

柿沼養魚場

88
No.8No.8
肉問屋が考えた鶏のからあげ！！１２種
類のスパイスを絶妙にブレンドして
作ったオリジナルからあげを是非とも
ご賞味ください。

営業時間  
10時30分～20時30分
定 休 日  無休

☎048-598-6397

¥500

熊谷市宮町2-152

元気ダマ亭

99
SHSH
当店人気ナンバー１の雪くまイチゴレア
チーズです。是非、ご賞味ください。

営業時間
9時～19時30分
（雪くまの販売11時～18時）
定 休 日  火曜

☎048-532-7242

¥400

熊谷市新堀954-1

シノン洋菓子店

1010
SOSO
肉とチーズでおなじみの零じ屋が手間
暇かけてお届け。和牛のしぐれ煮入り
のチーズリゾットコロッケを是非！

営業時間
11時30分～14時（平日のみ）
17時30分～翌0時
定 休 日  日曜

☎048-577-7563

¥300

熊谷市筑波2-38-2

ミート＆チーズバル　零じ屋

1111
WTBWTB
さつま芋と妻沼産大和芋をふかし、中
にラズベリージュレを入れ、ラグビー
ボール型のスイートポテトを作りました。

営業時間  9時～18時
定 休 日  月曜

☎048-588-0164

¥250

熊谷市妻沼1448-1

清月堂

1212
CTBCTB
刺身用のゆばを熊谷在来種青山大豆
の豆乳でしゃぶしゃぶ。今は亡き一流
料亭のご主人考案。幻の逸品！！職人
のこだわりです！！

営業時間  8時～18時
定 休 日  1月3日～4日

☎048-588-1548

（1皿）¥300

熊谷市西野8-6

丸橋食品

1313
CTBCTB
熊谷の名物、新鮮ホルモンを使ったど
んぶり。ご飯とオリジナルタレがベス
トマッチ！

営業時間  11時～16時
定 休 日  月曜

☎048-532-4546

¥500

熊谷市新堀942-2

満願堂

1414
WTBWTB
地元野菜とこつぶキューチャンを使用
した当店オリジナルグリーンカレーと
屋台焼きそばの融合！

営業時間
11時30分～14時30分
17時30分～22時
定 休 日  月曜

☎048-521-5556

¥500

熊谷市筑波3-54
近藤ビル1Ｆ（中2Ｆ）

キューチャンカレー

1515
FBFB
高温の薪窯で一気に焼き上げるナポリスタイ
ルのピザを今回は熊谷一色に染めてみました。

営業時間  18時～21時
定 休 日  日曜

☎048-526-0189

¥500

熊谷市石原631-13

ピッツァプリマヴェーラ

マーラー豆腐 ラグビーボールと
熊谷冷麺

熊の谷のはちみつ
パンケーキ

すぱいしーほんもろこミ・ソース・ダ・メン 熊辛からあげ イチゴレアチーズ 和牛チーズリゾット
コロッケ

ゆばしゃぶＲＫＢ31ラグビ芋～ん ホルどん？ キューチャンカレー
焼きそば 熊谷の恵みピザ

1ドリンクサービス 1ドリンクサービス

お一人様50円off。
１回で４名様まで！

ＨＯＴチャイサービス
（インドのミルクティ－）

雪くま50円引き
（他のクーポンとの併用不可、
１枚につき1商品対象）

テイクアウトに限り、
ハチミツのピザを100円引き
で提供いたします。

雪
くま

雪
くま

熊谷を代表する
「熊谷うまいもん」を
決定する部門です！

（養魚場は無番地のため御連絡ください）

熊谷うまいもんカップ2018熊谷うまいもんカップ2018
KUMAGAYA UMAIMON CUPKUMAGAYA UMAIMON CUP
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Entry Member

投票方法
うまいもん投票

Voting Method

「熊谷うまいもんカップ2018」部門では、あなたの投票で、
「熊谷うまいもん2018」を決定！

投票時間 10：00～14：00

投票場所 陸上競技場脇本部テント

　「熊谷うまいもんカップ2018」部
門参加15店舗で、各参加店のエント
リーうまいもんをご購入いただく
と、１品につき１枚の投票トライ券
をお渡しします。
　ご購入の「うまいもん」をご堪能い
ただき、是非「熊谷らしいうまいも

ん」をご審査ください！
　投票場所に設置されている３つ
の投票箱「熊谷らしさを」
①大いに感じた、②感じた、③普通、
のいずれかに投票してください。あ
なたの投票で「熊谷うまいもん」優
勝・準優勝が決定いたします！

「熊谷らしさを」 「熊谷らしさを」「熊谷らしさを」
❶
大いに
感じた

❷
感じた

❸
普 通

投票
トラ
イ券

※投票イメージ
5
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3

ポイント
1

ポイント

※ポジションとお店・グルメに関連性はございません。


