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三郷グルメ 埼玉ご当地グルメ TX ご当地グルメ

特別ご当地グルメ ドリンク・お酒

三郷市健康推進課ブース　 

ピクニックシートの販売　 

かいちゃん＆つぶちゃんに会えるかも！

「かいちゃん＆つぶちゃん」グッズ販売

「つくばエクスプレス」グッズ販売

簡易な健康チエック、各種検診、がん検診の申込受付など行います。

また、涼みどころを併設しますのでぜひ一休みしていってください。

三郷市マスコットキャラクター「かいちゃん＆つぶちゃん」「つくばエクスプレス」のグッズ

販売を行います。

イベント会場内に不定期に登場します。運がよければ会えるかも！

会場にはピクニックシート専用エリアを設けています。グッズ販売所において限定価格で「かいちゃん＆

つぶちゃん」オリジナルレジャーシート（100円）の販売も行っています。ぜひご利用ください。

TEL.048-982-2111

モンドセレクション金賞を
受賞したご当地日本酒「に
おどり」をカクテルにしま
した。本日限りの限定です。
また、暑い夏に欠かせない
ビールも販売いたします！

TEL.048-957-9600

当店人気ＮＯ１のかわ
いい手作りコロッケで
す。夏季限定のゴーヤア
イスクリームもご用意し
ておまちしております。

TEL.048-954-3000

地 域 の皆様と触れ合
い、知って頂く良い機会
だと思っています。三郷
市の地域に根ざしたお
店にしていこうと考え
ております。

TEL.048-957-2922

早 稲田の居酒 屋きん
ぎょです。牛すじ煮込み
はコラーゲンたっぷり
の国産牛を使用した人
気の一品料理です。

TEL.048-949-6706

本格的なインド料理と
小松菜の絶妙なコラボ
レーション！ぜひご賞
味ください。

TEL.048-957-1880

モツ煮は、水は使わず野
菜の水分だけで仕上げた
ヘルシーモツ煮 !! 芋焼酎
は天然軟水と１対１で割
り、甕壺で１カ月熟成。ま
ろやかな水割りです。

TEL.048-971-7380

当店は、８月６日にオー
プンする横浜家系ラー
メン専門店です。地域
の皆様に愛される店を
目指していきます。

TEL.048-951-7827

三郷産小松菜チヂミ、
ソウルホットク、パッピ
ンス（韓国伝統のかき
氷）など、本場韓国の味
を是非お召上がりくだ
さい。

TEL.048-949-1860

ＴＸ三郷中央駅前のファース
トフード店です。地域に愛さ
れる店舗を目指し、イベント
を盛り上げるために従業員一
同頑張ります！ドリンク、ビー
ル、かき氷、各種おつまみを
揃えてお待ちしています。

TEL.047-343-9931

インド人シェフが作る、
本格派インド料理を是
非お召し上がりくださ
い。

TEL.0493-22-8767

Ｂ級グルメ参戦の東松
山名物「味噌だれ焼き
とり」及び彩の国ブラ
ンド「手作りカレーパ
ン」、「元祖味噌だれ焼
きそば」。是非ご賞味
下さい。

地元の町会が心をこめてニコニコ焼きそばを
焼き上げます。熱々のできたてを召し上がれ！

アラブ料理の串焼き
肉・シ シ ケバ ブと、
さっくり揚げたサモ
サなど、おいしい料
理をご用意してお待
ちしております。

TEL.048-969-4411

お茶専門 店百年香で
す。主に中国茶葉販売
しております。ショー
ルームで試飲ができ、
お気軽に中国茶体験が
できます。

桜で燻した味わい豊か
なベーコン。すべて手作
業で作っているので、数
に限りがあります。

TEL.048-930-7724（事務局）市役所広聴室

三郷の野菜を具材に使
い、オリジナルの方法
で手作りした焼餃子で
す。老若男女問わず大
人気。おいしくて、ヘル
シー。

TEL.048-954-0333

戸ヶ崎にある中華料理
店「煌」の人気メニュー
である手作り小龍包は
いかがでしょうか。生
ビールと一緒にご提供
致します。

TEL.048-954-8561

おせんべいはいろいろ
な 味を 用 意していま
す。のり、海老、ゴマの
ような様々な味付け、
そして定番の特製醤油
味などぜひご賞味くだ
さい。 TEL.048-958-5587

当店では年配の方、若
者に受けが良い煎餅を
取り揃えております。
特に小松菜煎餅に力を
入れ、焼き物と揚げ物
２種類をご用意してい
ます。 TEL.048-958-5775

白玉あんみつや麩まん
じゅうなど、夏の和菓
子をお買い得な価格で
販売いたします。ぜひ
お立ち寄りください。 

TEL.048-952-4611

お客様が笑顔になる店
を目指して、和菓子・
洋菓子・赤飯・各種ご
進物など、多数の商品
をご用意してご来店を
お待ちしています。

TEL.048-955-0956

関東を中心に、屋台で
串焼きを販売している

「謎の串焼き集団」で
す。「一本入魂！食べれ
ばわかる！！」

TEL.048-953-7532

しぼりたての牛乳を低
温殺菌し、ミルクの味
を活かしたジェラート
に し ま し た！牧 場 直
送！

TEL.042-989-2395

だれもがビックリ大満
足 !! 今年も一段と美味
しくなった吉宗棒（小
松菜入りつくね棒）をご
用意しております。自家
製のたれと塩味でご賞
味下さい。 TEL.048-959-3100

地元酒店として、地域
密着の営業を行ってい
ます。
夏といえばビールだろ！
ビールといえばグレイ
トだろ！

連絡先：048-952-0948

自然の恵みいっぱいの
牧草を与えた、健康な
牛の新鮮な生乳から作
りました。独特のコクと
ほど良い甘さのおいし
い飲むヨーグルトです。

TEL.0297-47-8639

懐かしい下町の味
を、いつでもどこ
でも楽しんでもら
えるように考案さ
れた「もんじゃこ
ろっけ」。一度食べ
たらクセになる！ TEL.03-3843-0939

南房総から海、山の幸
を直送！ 
サザエのツボ煮、ジャ
ガバター、焼きモロコ
シほか夏の南房総の味
覚をどうぞ！ TEL.0470-28-0827

今年は千葉県流山市で
白味醂が誕生して 200
周年を迎えます。流山
で生まれ た白味 醂を
使ったグルメをぜひご
堪能ください。 TEL.04-7150-6085

生ホッピーご存知です
か？生樽詰の冷え冷え
ホッピー♪当店人気の
もつ煮込・サワー類・
冷酒も！冷たいきゅう
りをおつまみに！！ TEL.048-957-6839

三郷中央 駅 から徒 歩
10 分の場所にあるか
らっ風で好評の手羽先
のから揚げと三郷産の
小松菜のナムルです。

TEL.048-952-8685

オーガニックの卵をつ
かい旬の野菜、自家製
ベーコン 等 を 入 れ た
キッシュです。日本人の
味覚にあったやさしい
キッシュです。

TEL.080-3097-0029

素材にこだわったミー
トソース！独自の無加
熱製法で作った美味し
いパスタとの相性は抜
群！ぜひ一度お試し下
さい。

TEL.048-954-2886

三郷中央駅から徒歩４分の場所
に有ります炭火ダイニング　わ・
べこです。国産黒毛和種の牛肉、
国産銘柄豚と素材にこだわった
本格炭火焼きダイニングです。
ご家族連れから、ご友人まで幅
広く、気軽に楽しめるお店です。 TEL.048-951-7721

三郷市早稲田でお好み焼
き屋を営業しております。
自家製だしを使ったお好
み焼き、焼きそば、焼き
鳥、揚げ物などを販売し
ます。 TEL.048-959-1521

昭和２４年、東京神田の万
世橋たもとに肉の万世が
創業。お肉屋さんが作った

「万かつサンド」は当時か
ら大人気のベストセラー。

TEL.03-3251-0291

「パンの街つくば」で実力のあるパン屋がつくるパンと、良質
な脂のオリジナルブランド豚「つくば豚」のベーコンステーキ！

「埼玉Ｂ級ご当地グルメ王
決定戦」優勝！胡麻と味噌、
大葉、茗荷などをすり潰し
て作った冷たい汁に、うど
んをつけて食べる健康食。
薬味の清々しい香りと胡麻
の風味豊かな逸品。 TEL.049-297-6565

三郷市早稲田にある築数十
年の一軒家を改装したカ
フェです。栄養士が作る手
作りの食事を提供していま
す。

TEL.048-957-2345

那須高原で生まれ育った曽我の
屋農産の豚を使用しています。
やわらかくて甘みのあるとんか
つをはさんだヒレかつバーガー
をぜひご賞味ください。

TEL.048-957-3477

三郷でお世話になって
38 年。地域密着のお店
です。新鮮なフルーツ
を食べやすくカットし
てます。自然の甘みを
お楽しみください！

TEL.048-957-1872

古典落語「たらちね」にも登場
する甘く香り高くやわらかい岩
槻ねぎを一番美味しく食べる
料理。B 級グルメ初出場で準優
勝の実績をもつ「岩槻ねぎの塩
焼きそば」です。 TEL.048-756-0472

三郷市の栄養豊富な土
壌で育てた、とれたて
野 菜の直 売を行いま
す。加工品や旬の夏野
菜をたくさんご用意し
てます！

TEL.048-952-2141

ゼリーフライとはジャ
ガイモにネギやニンジ
ン、さらにたくさんのお
からが入ったもので食
物繊 維 が豊富でヘ ル
シーなＢ級グルメです。

TEL.048-556-3610

口の中に広がる濃厚な
チーズの味わいの窯焼
きチーズケーキをはじ
め、さまざまなスイーツ
を召し上がれ。

TEL.048-952-0136

お客様の『みさとのもの
を』という声に応え、地元
にこだわる商品展開をし
ております。三郷市産の
素材を使ったスイーツを
ご賞味ください。 TEL.048-958-1381
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※販売品目などは変更になる場合があります

十八屋

コミュニティレストラン青いそら

ピザーラ三郷店

居酒屋　きんぎょ

南蛮島のダイニング

くいものや旬

横浜家系ラーメン誠家　三郷店

韓国家庭料理美味ましそよ

ファーストキッチン マルエツ三郷中央店

インド料理レストラン＆カフェＢＡＢU

【東松山市】歌琉多コーポレーション

三郷市新和一丁目 ニコニコ会

ラジ　マハル

百年香

三郷市くらしの会

北京老飯店三郷中央店

中華料理　煌（ｋｏｕ）

茶房・蓬生

三郷煎餅

埼玉屋南雲

和久井商店

９４団（くしだん） 【日高市】 加藤牧場 ミサト食品

グレイト橋本酒店

【守谷市】ミルク工房もりや

【浅草】浅草もんじゃころっけ

【館山市】千葉県館山市　NPO 法人おせっ会

流山本町活性化協議会

（新三郷）やきとり　うねめ

居酒屋　からっ風

pate pate（パータパテ）

イタリア食堂 nono

SUMIBI DINING　わʼ べこ

お好み焼　ふく天

【秋葉原】 肉の万世

【つくば市】パンの街つくば推進協議会・筑波ハム

【川島町】川島町商工会・地域ブランド委員会

cafe2345

和風とんかつ　つるよし

ありがとう

【さいたま市】長谷川広商店

三郷市とれたて野菜直売所べじ太くん 【行田市】　行田ゼリーフライ本舗たかお

パティスリーハヤノ

マリエーヌ

限定特別純米酒
「におどり」カクテル / ビール
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連絡先：048-982-2111

モンドセレクション金賞を
受賞したご当地日本酒「に
おどり」をカクテルにしま
した。本日限りの限定です。
また、暑い夏に欠かせない
ビールも販売いたします！

十八屋

限定特別純米酒
「におどり」カクテル・ビール

ライスコロッケ /
ゴーヤアイスクリーム他

テリヤキピザ /
ミートバジルピザ / 各種ソフトドリンク

牛すじ煮込み / やきとり /
ハイボール / チューハイ

キーマカレー /
小松菜カレー

野菜たっぷりモツ煮込み /
甕芋焼酎

からあげ /
カレー / ビール

ホットク / 小松菜チヂミ /
パッピンス（韓国伝統のかき氷）

生ビール / かき氷 / おつまみ

カレーセット /
タンドリーチキン / チキンティッカ

やきとり　など

22

連絡先：0493-22-8767

Ｂ級グルメ参戦の東松
山名物「味噌だれ焼き
とり」及び彩の国ブラ
ンド「手作りカレーパ
ン」、「元祖味噌だれ焼
きそば」。是非ご賞味
下さい。

【東松山市】歌琉多コーポレーション

やきとり　など

ニコニコやきそば

ケバブ / サモサ

中国茶 / ネパール紅茶 /
日本茶

熟成ベーコン

3

桜で燻した味わい豊か
なベーコン。すべて手作
業で作っているので、
数に限りがあります。

連絡先：048-930-7724（事務局）市役所広聴室

三郷市くらしの会

熟成ベーコン

焼き餃子

小龍包

手焼きせんべい

煎餅 / 焼揚

白玉あんみつ /
ふまんじゅう他

和菓子 / 洋菓子

やきとり ジェラートアイス ジャンボ炭火焼鳥

アルコール / ドリンク

のむヨーグルト

もんじゃころっけ

南房総たてやま産
農海産物食品

3737

三方が海に囲まれた
「南房総・館山」ならで
はの海の幸はいかが。
千葉の先っぽ、「南房
総・館山」の肴をご賞
味あれ！ 連絡先：0470-28-0827

【館山市】千葉県館山市　NPO 法人おせっ会

南房総たてやま産
農海産物食品

かき氷 /
ボロネーゼ / オープンサンド

3939

今年は千葉県流山市で
白味醂が誕生して 200
周年を迎えます。流山
で生まれ た白味 醂を
使ったグルメをぜひご
堪能ください。 連絡先：04-7150-6085

流山本町活性化協議会

かき氷 /
ボロネーゼ / オープンサンド

生ホッピー（白・黒）/
もつ煮込 / サワー各種 / 冷酒

手羽先から揚げ /
小松菜ナムル / 生ビール

キッシュ / ケークサレ

パスタ

串焼き

お好み焼き /
焼きそば / 焼き鳥 / 揚げ物

万かつサンド /
ハンバーグサンド

パン＆つくば豚ベーコンステーキ

三郷の野菜 行田ゼリーフライ行田バーガー

洋菓子

焼菓子 / マドレーヌ /
レーズンサンド / フロランタン他

すったて

cafe2345 丼 /
小松菜シフォンケーキなど

カットフルーツ/ お漬物

塩焼きそば /
パリパリトルティーヤ

ヒレかつバーガー /
ビール

★出店グループ色分け一覧★
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