
熊谷にいながら
県内外のうまいもんが
食べられます

市内の物産店が大集合。
買ってすぐ食べるもよし！
お土産用に買うもよし！
是非お立ち寄りください！

市外うまいもんコーナー市外うまいもんコーナー

市内うまいもんコーナー（物産）市内うまいもんコーナー（物産）

１１ 焼餃子
皮は弾力がありもちもち
で、アンは干し貝柱と味
噌を加えて奥行きのある
旨みたっぷりの餃子。

営業時間  11時～ 21時
定 休 日  不定休☎028-633-0634

協同組合　宇都宮餃子会（味一番）
¥300

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Ｂ1Ｆ

22 元祖ぶたから
創業昭和47年日本で唯
一豚のからあげが食べら
れるお店”元祖ぶたから”
一子相伝の味、是非ご
賞味ください。

営業時間  11時30分～14時
　　　　  17時～ 21時
定 休 日  木曜

☎048-562-1250
味のイサム

¥500

羽生市須影108

33 糸魚川ブラック焼きそば

44 そうからあげ 55 上州沼田名物焼まんじゅう 66 富士宮やきそば 77 川口麦みそパンチ焼き

88 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

99 ところざわ醤油焼きそば
所沢地ビール野老ゴールデン 1010 北本トマトカレー 1111 信州上田名物

美味だれ焼き鳥○R

Ｂ級グルメ第１回より
出店している市内老
舗のお菓子店自慢の
品揃えです。この機
会に是非ご賞味くだ
さいませ。

次郎庵 栄寿堂

ラッキーベーカリー
出川製菓

（有）梅月堂本舗  コッペリア
熊谷市筑波3-39
熊谷市末広1-67

熊谷市箱田1-6-8
熊谷市宮町2-140-3

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。

☎048-521-1213
はせ川製菓店

熊谷市本町1-236
営業時間  10時～19時
定 休 日  月曜

☎048-514-9214
和菓子処 かんだ和彩

熊谷市鎌倉町2番地
営業時間  9時30分～18時
定 休 日  水曜

新潟県産のイカとイカ墨
を使った真っ黒な焼きそ
ば。まさかの黒、まさか
のうまさです。

☎025-552-1742
糸魚川うまいもん会

¥500

糸魚川市大町1-7-11

からあげの衣に草加せん
べいをブレンド！パリッと
した食感が絶品。全国か
らあげグランプリ最高金
賞受賞店。

営業時間  11時～21時
（平日14時～16時中休み）
定 休 日  不定休

☎048-945-7533
インどり屋草加駅東口店

¥500

草加市高砂2-10-21

本場インド人シェフによ
る本格インド料理。テレ
ビで紹介されたリピー
ターの多い店。土窯で焼
くナンおすすめ！

営業時間  11時30分～14時30分
　　　　　17時～20時
定 休 日  水曜（祝日営業）

☎0493-74-5220
インド料理ラジュモハン

¥500
キーマカレーパン ¥200

比企郡小川町大字腰越646-3

川口の麦みそを使ったパ
ンチのきいた辛みその豚
串をご賞味ください。

☎048-297-3097
（株）ＢＡＮＩＯ

¥500

川口市差間59-14

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

ふわふわもちもちのまん
じゅうに、秘伝のみそだ
れをぬり焼き上げる。群
馬を代表するソウルフー
ド焼まんじゅう。

営業時間  8時～ 17時
定 休 日  日曜☎0278-24-0337

ほたかや
（1本）¥250

沼田市下久屋町718

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！

☎0268-26-1818
やきとり番長○R

¥500

長野県上田市天神1-1

北本市特産のトマトを
ルゥ・ライス・トッピン
グに使ったトマトづくし
のカレーライスです。

☎048-591-4983
北本トマトカレーの会

¥500

北本市中丸10-86

所沢市内約40店舗で楽
しめる新ご当地グルメ・
醤油焼きそば！所沢の地
ビールもお土産で販売！
是非ご堪能ください！

☎04-2998-9155
所沢市観光協会

所沢市並木1-1-1
（所沢市商業観光課内）

ところざわ醤油焼きそば ¥400
所沢地ビール野老ゴールデン ¥500

22 創業1765年紅葉屋
が誇る伝統菓子、五
家宝。昔ながらの製
法で職人がひとつひ
とつ作りあげておりま
す。

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

紅葉屋本店

熊谷市佐谷田3247

33 ラグビーに関連ある
商品や茶道、季節和
菓子の豊富な品ぞろ
えのお店です。お客
様サービス一番を心
がけています。

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

御菓子司 花扇

熊谷市中西3-15-15

44

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落
し、ゆず入りこんにゃ
くのサービス販売。

営業時間  8時～19時
定 休 日  日曜☎048-521-2040

まるはし商店

熊谷市円光1-1-5

66

ふわっとトロける生地のどら焼、香ばしい皮と、
やわらか粒餡くる実入り“実来る最中（みのりくる
もなか）”。是非ご賞味ください。

営業時間  8時～19時30分
定 休 日  無休☎048-521-1167

植竹製菓

熊谷市鎌倉町117

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時30分～18時
定 休 日  木曜☎048-521-5770

小島製菓

熊谷市銀座6-5-25

88

田舎まんじゅうは、
黒糖たっぷりの皮に、
北海道産小豆から
作ったつぶしあんの
風味が好評いただい
ております。

営業時間  8時～17時
定 休 日  不定休☎048-588-0315

(有)柳屋製菓舗

熊谷市妻沼台15

1010

熊谷唯一の酒蔵です。
地元米「さけ武蔵」や
地元に在る研究機関
で開発された酵母等を
使って熊谷の地酒『直
実』を造っています。

営業時間  9時～18時30分
定 休 日  日曜、祝日、年始☎048-532-3611

権田酒造（株）

熊谷市三ヶ尻1491

55

チーズ好きな方には、
オトナのちーず大福
がオススメ。濃厚カ
マンベールのクリー
ムチーズ入りで、お
酒にも合うんです！

営業時間  8時～19時
（日・月～18時30分）
定 休 日  無休

☎048-588-0102
さわた

熊谷市妻沼1416

99 地産地消をモットーと
して安心して食べら
れる食材を使用し心
を込めて作っておりま
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

熊谷市津田新田816

1111 猫の手『にゃドレー
ヌ』、肉球マークが出
たら当たり、もう一
本。濃厚ちゅうちゅう
プリン。チョコバナナ
もあります。

営業時間  9時～18時
定 休 日  月曜☎048-588-0164

清月堂

熊谷市妻沼1448-1

1212

11

全品10％ＯＦＦ 全品10％ＯＦＦ
（自家製品に限定）

1,000円以上
お買い上げのお客様
みそおでん（6本入）を
1袋サービス


