
利用期間
各グルメPR内の　　　　　の
サービスが店舗で受けられます。

※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、下記の券を切り取ってご利用ください。

平成30年5月28日（月）～7月31日（火）

市内の飲食店等で
提供しているメニューです！

できたてを
お召しあがりください！

市内うまいもんコーナー（調理）市内うまいもんコーナー（調理）
１１ 国産黒豚焼きそば

国産の豚挽肉を使い強
火で一気に炒め４種の特
製ソース、秘伝のだしを
使ってます。是非お試し
ください！

営業時間  20時～翌2時
定 休 日  日曜☎048-522-3977

アリュール
¥500

熊谷市弥生1-31

22 山芋チュロス・アイスクリーム
熊谷産の山芋を練り込ん
だ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時～翌0時
定 休 日  無休☎048-527-3729

牛たん　響や
¥300

熊谷市星川2-59

33 雪帽子
地元熊谷産の原材料を
使用し、ベテランのスタッ
フが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時～14時
（土・日・祝日～14時30分）
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

44 豚肉のイタリアントマト煮込み
ジータの人気メニュー。
オリジナルのトマトソース
で豚肉をやわらかく煮込
みました。

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

☎048-527-5577
ラ・ベットラ・ダ・ジータ

¥400

熊谷市筑波2-49-6

55 芝エビのマヨネーズ和え
紅龍のエビマヨはとても
食べやすくお子様から大
人まで大人気の一品です。
是非食べてみてください。

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

中華居酒屋　紅龍
¥400

熊谷市星川2-81
中村写真館1Ｆ

66 ネギどっさりもつ煮込
金ちゃんのもつ煮込は素
朴な味ですが深い旨味が
ありネギとの相性は抜群
です！是非ご賞味あれ。

営業時間  日～木17時～翌0時
　　　　  金・土17時～翌2時
定 休 日  無休

☎048-522-9449
ハッピー酒場 金ちゃん

¥500

熊谷市弥生2-62

77 あげまんじゅう
あげまんじゅうは、国産の
原材料にこだわっておりま
す。揚げたてのサクサクの
食感をお楽しみください。

営業時間  9時～19時
定 休 日  月曜☎048-588-0267

梅月堂
（1個）¥110 （5個）¥550

熊谷市妻沼1493-12

88 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時～ 15時
　　　　　（完全予約制）
定 休 日  月曜

☎048-588-0117
天王店

（5本）¥500

熊谷市葛和田848

99 たこやき
外はカリッと中はとろー
り絶品のたこやき！特製
のお好みの16種 類の
ソースでお召し上がりく
ださい。

営業時間  18時～23時30分
定 休 日  日曜☎048-594-6141

酒食処　茶ちゃ
¥500

熊谷市末広一丁目80

1010 エビイカ春巻
当店人気№１‼ながーい
エビイカ春巻を特別価格
で販売!!是非この機会に
お試しあれ!!

営業時間  11時30分～14時
　　　　  17時～23時
定 休 日  日曜・祝日

☎048-577-3773
中華食堂　睡蓮

特別価格（1本）¥200

熊谷市銀座3-56-1
Ｋ’Ｓタワー 101

1111 特製‼揚げチリ餃子
当店で大人気の餃子を
今回は、揚げ餃子として
上からチリソースのタレ
をかけてお召し上がりい
ただきます。

営業時間  12時～ 14時
　　　　  17時30分～翌0時
定 休 日  日曜

☎048-511-0049
居酒屋 一将

¥300

熊谷市戸出879-2

1212 ヤキソバフライ
八百屋のやきそばフライ
なので、キャベツがいっ
ぱい入ってます。みなさ
まのおこしを心よりおま
ちしています。

営業時間  
9時30分～18時30分
定 休 日  日曜

☎0493-39-3577
福智商店

¥400

熊谷市小八林2738-2

1313 いちごミルク
暑い熊谷で、涼を楽し
む！菓子司  三河屋は今
年も雪くまを提供しま
す。

営業時間  9時～ 19時
　　　　 （日・祝日～18時）
　　　　  雪くま販売は10時～
定 休 日  火曜（臨時休業有り）

☎048-522-1691
菓子司　三河屋

¥400

熊谷市宮町2-4

1414 ケバブ
すごくうまいよチキン！自
信あり！！ソースは甘口・
中辛・辛口から選べます。
マジ食べたらヤバイぜ！

営業時間  12時～15時
　　　　  18時～23時
定 休 日  不定休

☎090-2206-7620
ドネルケバブ　ハミー

¥500

熊谷市筑波3-88
長谷川ビル1Ｆ

1515 ピリ辛ハーフチキン
昨年の熊谷Ｂ級グルメ大会含
め３度の優勝。皆様に熊谷
の人気商品に育てていただき
ました。本当に感謝です！

営業時間  10時～19時
定 休 日  日曜☎048-521-0811

鳥末本店
¥200

熊谷市鎌倉町154

1616 ぶっかけ
つるっとのどごしの良
い、コシのある讃岐うど
んを、大根おろしとレモ
ンで出汁醤油をかけてお
召し上がりを！

営業時間  7時30分～14時
休市日・第二日曜9時～14時
定 休 日  第二日曜

☎048-527-8839
讃岐うどん　たけむら

¥350

熊谷市佐谷田1422
熊谷青果市場内

1717 熊谷大和芋カレー
鶏肉と野菜をじっくり煮込
んだ専門店こだわりのルー
に熊谷産大和芋をすりおろ
してトッピングしました。

営業時間  11時30分～20時
定 休 日  月曜☎048-598-8091

青山カレー工房
¥600

熊谷市銀座2-10-2
アネックス銀座1Ｆ

1818 塩からあげ
いろいろな国の岩塩で数
日間漬け込んで高温で揚
げ、中の肉汁を外ににが
さないように揚げてま
す。

営業時間  17時～翌3時
定 休 日  日曜☎048-527-1578

船場
¥500

熊谷市弥生2-35

1919 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時～14時
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

1ドリンクサービス 1ドリンクサービス

雪くま50円引き からあげ全種類10％OFF

1ドリンクサービス あげまんじゅう
5ケ入￥550を￥50引き

￥730以上のメニュー
ご注文の際に100円引き

店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！
店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！

店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！
店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！

※上記の注意事項をよくお読みください。
平成30年5月28日（月）～7月31日（火）

利用期間
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熊谷熊谷

店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！
店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！

※上記の注意事項をよくお読みください。
平成30年5月28日（月）～7月31日（火）

利用期間

KUMAGAYA UMAIMONCUP2018

熊谷熊谷

店舗で使えるクーポン
お得にトライ券！
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お得にトライ券！

※上記の注意事項をよくお読みください。
平成30年5月28日（月）～7月31日（火）

利用期間

KUMAGAYA UMAIMONCUP2018

熊谷熊谷


