


▶サンケイスポーツセンター  MAP F-7 

野球場が 32 面、サッカー場が 2 面、ラグビー場が 1 面ある有料
グラウンドです。

e048-952-3321 4新和4-527 3有料

 
▶江戸川サイクリングロード  MAP E-6 

江戸川の土手を利用した全長約 40㎞（三郷市～幸手市）、片道約 2
時間のコース。南に下ると葛飾区の柴又帝釈天方面へ、橋を渡ると
千葉県側のサイクリングロードに通じています。

▶三郷市陸上競技場
　（セナリオハウスフィールド三郷）  MAP C-4 
日本陸上競技連盟が認定する第 4 種公認陸上
競技場であり、本格的な競技会や記録会を行
うことができるほか、投てき対応の人工芝も
備えています。

▶番匠免運動公園  MAP D-4 
テニスコート、野球場、多目的広場

▶半田公園  MAP D-2 
野球場・多目的広場

▶江戸川運動公園  MAP F-3 
野球場、サッカー場、多目的広場

e048-930-7760（市役所　スポーツ振興課） 3有料

●わくわくライブラリー  MAP D-5 

市立図書館と郷土資料館が一体となって、平成26年
に開館しました。

開館日：火～日 19：30～19：00（土･日･祝日は17：00）　
e048-952-8800・048-930-7759（展示担当）

西に中川、東に江戸川、南に小
合溜井と三方を水に囲まれた水
の郷みさと。古来より水運によ
る収益や豊富な食料をはぐくむ
恩恵を川より授かり、三郷は「水」
と共生している。今でも古い民
家には母屋の軒先に舟がおいて
あるお宅がある。水辺では水鳥
や多様な魚が生息し、草花や樹
木などの自然をはぐくみ、市民
の目を楽しませている。

県営みさと公園  MAP D-10 

園内には芝生広場や大型の
木製遊具などがあり、家族
連れでにぎわいます。桜や
6 月上旬の花菖蒲で知ら
れ、バーベキューや釣りが
できる場所もあります。

e048-955-2067（みさと公園
管理事務所） 3バーベキュー1区
画 カマドとテーブル（20区画）
1200円、広場のみ（48区画）
560円 6332台

におどり公園  MAP E-6 

三郷中央駅の目の前に広
がるにおどり公園は、噴水
やステージがあり、夏には
ジャスとグルメのイベン
トmisato styleを 開 催。
イベント会場としても親
しまれています。

e048-930-7744
（市役所 みどり公園課）

早稲田公園  MAP E-3 

春は桜、夏はプール。テニスコート等もあり、家族連れに人気です。

●テニスコート  e048-930-7760（市役所　スポーツ振興課） 3有料 
●会議室  e048-930-7744（市役所　みどり公園課） 3有料 
●プール  e048-958-5853（早稲田公園内事務所、開園期間中のみ） 3有料  
17月中旬～8月下旬、9：00～12：00、13：00～16：30（総入れ替え制）

三郷スカイパーク  MAP D-4 

中川水循環センターの上
部に整備された公園で、
約7ha の全面芝生でお
おわれた多目的広場（5
面）、ウォーキングコー
スなどがあります。

●多目的広場・サッカー場
e048-930-7760（市役所　
スポーツ振興課） 3有料

● ● ●  三郷「駅」物語
かつて、田んぼの中に巨大な
鉄道の操車場があった。貨車
を行き先別に仕分ける場所
だった。しかし、鉄道貨物は
自動車輸送に、貨車はコンテ
ナ輸送に変わり巨大な操車場
は役割を終えた。いまも新三
郷駅付近には、長い跨線橋が
残っている。

「新三郷ららシティ」の町名は、漢字・ひら
がな・カタカナが含まれる全国でもめずらし
いもの。JR 新三郷駅を中心に、世界的に有
名な大型店が集まる人気スポットです。

4新三郷ららシティ 5JR武蔵野線「新三郷」駅西口すぐ

三方を川に囲まれた三郷。三郷の歴史は川と
ともにありました。現在、水辺には多くの緑
道や公園が整備され、草木があふれる癒しの
スポットとなっています。

都心にほど近いベッドタウンでありながら、緑が多いの
も三郷の特徴。春夏秋冬、さまざまな楽しみがいっぱい
です。

大型ホームセンター、スーパーマーケット、
映画館、ゲームセンター、温泉など 40 以
上の店舗が集まるエリアです。

4ピアラシティほか 5三郷駅南口よりマイスカイ交通
「ピアラシティ 左循環・右循環」線でピアラシティ下車、
または三郷中央駅（2番のりば）よりマイスカイ交通 
「新三郷駅西口」行でピアラシティ下車
                   http://www.pialacitymisato.com

「つぶちゃんのトコトコレポート」で
は、三郷市の特色あるお店、会社を
レポート形式で紹介しています。ぜ
ひお気に入りのお店を見つけてみて
ください。

http://www.misato-city.com/ 
tokotoko/index.html

近年、大型商業施設が次々にオープンし、買
い物客でにぎわう一方、三郷には平安時代以
前からの文化を現代に伝えてくれる貴重な文
化財が数多く残されています。今を感じ、昔
に想いを馳せてみては。

三郷市特産品は、市制施行 30 周年を記念して三郷市商
工会が取り組んだ地域特産品開発事業の中で、市民の方
のアイデアをもとに開発・商品化されたものです。

三郷市推奨品は、三郷市産原材料使用の製品・商品または開発・製造・
加工の最終段階が三郷市で行われた製品等を、三郷市商工会が認定
しています。

［みさと友歩道］
リンゴ・梅・小倉の３種類の餡をパイ生地
で包んだサクッとした食感のかわいいお菓
子です。

【取扱店】 和菓子 埼玉屋南雲／菓匠 春華堂 
越後屋餅菓子店

［三郷インター最中］
皮に『三郷ジャンクション』が刻まれた最

も

中
なか

です。中の餡は販売店ごとに様々な工夫がさ
れていて、食べ比べも楽しみな一品です。

【取扱店】和菓子 埼玉屋南雲／菓匠 春華堂／篠田製
菓 饅頭屋／和久井商店／越後屋餅菓子店

［小松菜せんべい］
三郷市は県内でも有数の小松菜の生産が盛
んなまちです。カルシウムたっぷりの小松
菜を生地に練りこみ、丹念に焼き上げた煎
餅です。

【取扱店】 富士見せんべい／三郷煎餅／ 
茶房「蓬生」／鏡煎餅本舗

近郊農業がさかんな三郷で
は、即売所も多く、採れた
ての新鮮な野菜や果物が購入できます。また、地元
の農産物を使ったグルメ & スイーツも盛りだくさ
ん！みさとの味わいを是非ご賞味ください。

市内は自然が豊かで、公園など人々の憩いの場が数
多くあります。四季折々の花を眺めたり、スポーツ
をしたり、楽しみ方はいろいろです。

三郷市では、市内で生産された農
産物の即売をとおして、市民と農
家のふれあう「即売農家」を指定
しています。のぼりの旗が目印で
す。ぜひご利用ください。

三郷市とれたて野菜直売所「べじ太くん」
では、地元農家さんが丹精込めて作った新
鮮な農作物を販売しています。
 販売品目   野菜、花、米、その他

e048-952-2141 19:30～16:00 2月・金曜
4幸房101 JAさいかつ本店敷地内 

三郷市内には果物狩りのできる農園もあり、新鮮もぎたてのおいしい
果物を季節ごとに味わうことができます。

●果樹園・観光農園一覧 ※お出かけの際には一度お問い合わせください。

●収穫農家の即売所 ※時期・時間は不定です。

三郷「ジャンクション」物語 ●  ●  ● 

三郷市を東西南北に走る高速道
路。それらを繋ぐ三郷ジャンク
ションはまさに自動車交通の要
所。三郷といえば高速道路と連
想する。赤い橋

はし

桁
げた

が芸術的に絡み
合って三郷の特徴的な風景になっ
ている。

三郷「今昔」物語 三郷の ★★★
おいしいもの

大集合
1新三郷ららシティ

水の郷みさと

緑の郷みさと2ピアラシティみさと

三郷の特産品

三郷の推奨品

ららほっとみさと（ららぽーと内）  MAP D-2 

三郷市の情報発信拠点で
す。三郷市の魅力（観光情
報など）や街の身近な情報
を発信しています。

e048-930-7721（市役所 商
工観光課）

ららぽーと新三郷  MAP D-2 

ブランド品から食品まで
約180店舗からなる大型
商業施設。ファッションや
食品、日用品などのショッ
プ、レストランや、きかん
しゃトーマスの世界観を再
現したトーマスタウンなど
アミューズメント施設も
充実しています。

e048-950-1515  110:00～21:00（店舗により異なる） 2不定休

●長板中型
江戸中期に江戸を中心に広まっ
た浴衣地の藍染技術。市内を流
れる中川などの豊かな水流に恵
まれて発達してきたもので、藍
と白の対比の冴えが特徴です。

（県指定文化財）

●三郷市立彦成小学校講堂記念館  MAP B-4 

大正15（1926）年に建築され
た建物で、学校や村の行事に使
用されていました。現在は、郷
土資料館の分館として公開し
ています。（市指定有形文化財）
開館日：火・木・土・日曜 110:00～
16:00 e048-953-5251 3無料

●万葉遺跡葛飾早稲産地  MAP E-2 

「鳰
におどり

鳥の葛飾早稲を饗
にへ

すとも其
そ

の愛
かな

しきを外
と

に立
てめやも」は、万葉集巻十四の東歌の中の一つで、
当地方を詠ったものといわれています。丹後稲
荷神社の境内に碑があります。（県指定旧跡）

ピアラシティ交流センター  MAP C-3 

公園と交流センターが融合した、新しいカタチの街のシンボルです。
食育や創作活動、地域活動を通して人の心をつなぎます。

e048-954-7294 19:00～21:00 
2第1日曜の翌日（休日の場合次の平日）、
臨時休館日あり 3部屋により異なる

MOVIX 三郷  MAP C-4 

明るく開放的で広々としたロビー、
スタジアム方式の客席、ゆったり
快適シートなど、リラックスして
楽しめる映画館として好評です。

e050-6861-4255（24時間上映案内）  
2無休

江戸川土手  MAP F-4 

江戸川の河川敷は、見晴ら
しがよく、散歩や自然観察
の他、野球やサイクリング
も楽しめます。また、災害
時に救援物資を運べるよう、
三郷緊急用船着場があり、
市では休憩所（みさとの風
ひろば）をつくり、江戸川
遊覧などのイベントを行っ
ています。

e048-930-7744（市役所 みど
り公園課）

新和さくら遊歩道  MAP F-7 

新和4丁目の江戸川土手沿いにあ
る南北約１kmの遊歩道。春には約
140 本の桜が一斉に開花し、ちょっ
とした桜の名所に。３月下旬から 6
月下旬はサツキやツツジが、冬に
は立寒椿の花が楽しめます。

下第二大場川（水辺の遊
プロムナード

歩道）  MAP D-9 

水と緑が調和したプロムナードです。
水辺にせりだす半円形の石段がシン
ボルとして作られ、4 月から 5 月に
かけて遊歩道沿いにヒラドツツジが咲
き、キショウブやアシなどの湿生植物
が水辺をにぎわせています。

二郷半用水緑道  MAP D-7 

二郷半用水沿い7.7kmに渡る緑道。カ
ラー舗装の遊歩道沿いにソメイヨシノ、
ツツジなどが植えられています。散策に
疲れたら途中ベンチのあるあずまやで
休憩も。平成27年に新日本歩く道紀行

「水辺の道 100選」に認定されました。

IKEA新三郷  MAP D-2 

お手ごろ価格でデザイン性の高い家具や雑貨、北欧の食品が購入でき
るスウェーデン発祥の人気ショップ。インスピレーションあふれる
ルームセットにおいしいレストラン、お子さま向けのイベントも開催

され、ご家族一緒に楽しめ
ます。

e0570-01-3900（全ストア共
通）110:00～21:00（土・日曜、祝
日は9:00～）2無休（元日のぞく）

COSTCO 新三郷倉庫店  MAP D-2 

アメリカ生まれの会員制倉庫型店。
アメリカンサイズの食品、日用品が
盛りだくさんで、まとめ買いが基本。
広い売場にびっくりさせられます。

e0570-032-600  110:00～20:00（12
月31日は18:00閉店） 21/1

湯快爽快「湯けむり横丁」みさと店  MAP C-3 

地下 1300 ｍから湧き出た天然温泉
が自慢の日帰り温泉施設。お風呂の数
も全 10 種と豊富です。レトロな雰囲
気漂うお食事処もあります。

e048-954-2641 110:00～2:00 2無休

イトーヨーカドー三郷店  MAP C-3 

食料品はもちろん、ファッションや生活雑
貨、各種サービスまで揃う大型スーパーマー
ケットです。各種イベントも盛りだくさん。

e048-954-1111  110:00～21:00（食料品売り
場を含む。一部専門店は異なる） 2無休

スーパービバホーム三郷店  MAP C-4 

数あるホームセンターの中でも、際立った存在
の三郷店。住まいと暮らしの商品がプロにも納
得できる品揃えとサービスで提供されています。 

e048-949-5611 18:00～21:00（生活館）、6:00～
21:00（資材館） 2不定休

■七福神めぐり

安養院  弁財天 

彦成めぐり  　

善照寺  布袋尊 西福寺  布袋尊 

光福院  弁財天・布袋尊  

圓明院  弁財天 迎攝院  弁財天 本隆寺  毘沙門天 

高應寺  大黒天 

慈眼寺  大黒天 円能寺  福禄寿 宝蓮寺  福禄寿 

円光院  福禄寿 

玉蔵院  弁財天 西善院  大黒天 大雄寺  大黒天 

草庵寺  恵比寿 

興禅寺  毘沙門天・弁財天   

延命院  寿老人 成就院  恵比寿 円福寺  弁財天 

東光院  毘沙門天 正円寺  恵比寿 

萬音寺  寿老人 

香岩寺  寿老人 

早稲田めぐり  　 八木郷戸ヶ
崎めぐり　

市内に３つコースがあるのは、
全国的にも大変珍しいです。

元旦から七草までの七日間、各
寺院にてスタンプラリーを行っ
ています（9:00～16:00）。ま
た、色紙（スタンプ台紙）の販
売も行っています。

万葉集に当地を詠んだ歌があるように、
三郷には平安時代以前からの古式豊かな歴史があります。

指定別 種別 名称 場所 索引 番号
県指定 無形文化財 長板中型 恩田育男氏・初山武雄氏 - -
県指定 旧跡 万葉遺跡葛飾早稲産地 丹後稲荷神社境内 E-2 1

県選択 無形民俗
文化財

三郷市のオビシャ 
（大広戸の蛇祭り） 大広戸香取神社 E-3 2

県選択・ 
市指定 〃 番匠免の大般若経祭り 迎攝院・神明神社

周辺 B-5 3

市指定 記念物 大銀杏 安養院 B-2 4
〃 無形民俗文化財 二郷半囃子・里神楽 上口香取神社周辺 B-4 5
〃 〃 幸房・岩野木の獅子舞 富足神社 E-4 6
〃 〃 万作踊り 万作踊り保存会 - -
〃 〃 三匹の獅子舞 戸ヶ崎香取神社 C-8 7
〃 有形文化財 鰐口 〃 C-8 8
〃 〃 観音堂 迎攝院 B-5 9
〃 〃 銅造十一面観音坐像 石川家 E-4 ⓾
〃 〃 十三仏青石塔婆 東光院閻魔堂 B-4 ⓫
〃 〃 木造不動明王立像 円能寺 B-5 ⓬
〃 〃 木造阿弥陀如来立像 宝蓮寺 E-10 ⓭
〃 〃 木造薬師如来坐像 光福院 E-2 ⓮
〃 〃 木造不動明王立像 圓明院 B-2 ⓯
〃 〃 木造阿弥陀如来立像 西善院 C-5 ⓰
〃 〃 木造阿弥陀如来立像 玉蔵院 B-3 ⓱
〃 〃 木造地蔵菩薩立像 〃 B-3 ⓲
〃 〃 木造地蔵菩薩立像 横堀公民館（元東福寺）E-7 ⓳
〃 〃 延命院虚空蔵堂 延命院 B-4 ⓴

〃 〃 三郷市立彦成小学校 
講堂記念館 彦成小学校正門隣 B-4 ㉑

〃 〃 河辺三ヶ寺宛
伊奈忠次開発手形 圓明院 B-2 ㉒

〃 有形民俗文化財 木造虚空蔵菩薩立像 延命院 B-4 ㉓

氏名 即売品 所在地 索引 番号

杉橋崇男 たまご 半田644 D-1 ①

富山浩三 野菜 半田1390 E-2 ②

染谷直行 野菜・米 小谷堀342 E-1 ③

榎本貞夫 野菜・米 前間131
妥女1-127
早稲田6-11-3

F-1
C-2
E-2

④

山本功力 蜂蜜 前間444 F-1 ⑤

斉藤昌之 野菜 早稲田
8-13-13

F-2 ⑥

氏名 即売品 所在地 索引 番号

戸張昌治 野菜 彦川戸1-120-1 B-3 ⑬

山澤榮次 野菜 上口1-143-1 B-4 ⑭

島田幸子 野菜 番匠免1-155 B-5 ⑮

篠田　浩 野菜・米 番匠免1-255 B-5 ⑯

関根和也 野菜 彦江1-292 C-5 ⑰

氏名 即売品 所在地 索引 番号

中村正幸 野菜 鷹野4-135 E-9 ㉒

中川庸良 野菜 東町77 E-9 ㉓

荒井鉄也 野菜 中央2-44-8 D-6 ㉔

田中敏雄 野菜 中央2-37-5 E-6 ㉕

宇田川恵子 果物 戸ヶ崎2283 C-8 ㉖

鈴木敏弘 野菜 戸ヶ崎1-27 D-7 ㉗

江川眞澄 野菜 戸ヶ崎1-122 D-7 ㉘

篠田早苗 野菜・米 戸ヶ崎1-186-3 D-7 ㉙

加藤常繁 野菜 戸ヶ崎2-700 C-8 ㉚

濱島武定 野菜 笹塚112-2
戸ヶ崎3-286

D-3
D-8

㉛

氏名 即売品 所在地 索引 番号

大熊忠浩 野菜 茂田井662 E-4 ⑦

石井貞江 野菜 中央3-38-3 E-5 ⑧

野口和夫 野菜 早稲田
7-23-5

F-2 ⑨

加藤　章 野菜 茂田井165-3 E-4 ⑩

中川宏子 観葉植物 幸房141 E-4 ⑪

面来洋司 野菜 半田161 D-1 ⑫

氏名 即売品 所在地 索引 番号

小川正浩 野菜 彦江1-281 C-5 ⑱

加藤幸治 野菜 谷口263 D-5 ⑲

中村　誠 野菜 彦糸1-150 B-2 ⑳

柴井忠司 野菜 番匠免1-77
戸ヶ崎4-81

B-5
D-9

㉑

氏名 即売品 所在地 索引 番号

田中　浩  野菜・米 戸ヶ崎3-538 D-8 ㉜

野瀬広道 野菜・
果実

高州3-73 D-10 ㉝

福岡永二 野菜・米 高州3-88 D-10 ㉞

竹沢利夫 野菜 高州3-156 E-10 ㉟

浅阪修巳 野菜 鷹野5-448 D-8 ㊱

白石　茂 花・野菜 鷹野2-22 E-7 ㊲

鈴木一男 野菜 高州2-283 E-9 ㊳

田中淑子 野菜 高州2-446-1 E-10 ㊴

木津朝之 野菜 戸ヶ崎4-116 D-8 ㊵

農園名 取扱の果物 時期／販売所 電話 受付場所 索引 番号
ハルミ
果樹園

ぶどう
みかん

9月～12月頃／農園にて販売、
果物狩りは土・日曜、祝日のみ 090-5431-0107 ぶどう:南蓮沼998 D-3 ①

みかん:大広戸963 D-3 ②

白石農園 ブルーベリー
6月～9月頃／農園にて販
売、果物狩りについては要
問い合わせ

048-952-7953 鷹野2-22 E-7 ③

牧野農園 みかん
11月～12月頃／農園にて
販売、果物狩りは土・日曜、
祝日のみ

048-952-6085 新和5-276 E-7 ④

Ichina 
Farm いちご

1月～5月頃／カフェにて
販売、果物狩りについては
要問合せ

048-960-0984 鷹野4-441 E-8 ⑤

TSURUOKA
ファーム ブルーベリー ６月～９月頃／農園にて販売、

果物狩りについては要問合せ 048-955-2430 高州2-357 E-9 ⑥

江川グリーン
ファクトリー

サラダ野
菜セット

12月～３月頃／農園にて販
売、狩りについては要問合せ 070-5013-7963 戸ヶ崎1-122 D-7 ⑦

恵果樹畑 あんず
洋梨

あんず6月、洋梨9月～10月頃
／べじ太くん、農園にて販売 090-1808-8823 戸ヶ崎2283 C-8 ⑧

早稲田地区

彦成地区

東和地区

地元農家さんがまごころをこめて作った
野菜、果物をぜひご賞味ください。

野菜
果物
1 即売所へ行こう！

2 何でもそろう「べじ太くん」  MAP E-4 

3 果物狩りを楽しもう！

かいちゃんも大好き「小松菜」

みかんは低い枝にも実をつけるの
で、お子さま連れにもおすすめ。

みかん
ぶどう棚が見事な果樹園で、甘い
果実を味わうことができます。

ぶどう
栽培時無農薬にこだわった、安心・安
全ないちごを味わうことができます。

いちご
あんず酒、ジャムなどの加工用以外に、
酸味はありますが、そのまま召し上がっ
てもフルーティーでおすすめです。

あんず
皮をむく必要がないので取ってその
まま食べられる手軽さが魅力です。

小松菜の有数の産地である
三郷市。小松菜のカルシウ
ムや鉄分は、ほうれん草の
約２倍あり、βカロテン
やビタミンＣも豊富。栄養
たっぷりで風邪予防や美容
に効果があると言われてい
ます。かいちゃんも小松菜
が大好物！

小松菜
グルメを
どうぞ！

 小松菜ピザ  小松菜チヂミ  小松菜グラタン 

 小松菜カステラ  小松菜せんべい 

【問い合せ先】
三郷名産品店会（商工会内）

（電話）048-952-1231

【問い合せ先】 三郷市商工会 （電話）048-952-1231

小松菜ピッツア
イタリア食堂 nono

e048-954-2886 
1ランチ11:00～
15:00、ディナー
17:00～22:00（月～
金） 15:00～22:00

（土日祝） 2無休 
4ピアラシティ2-8-7

三郷のプリンすなど

マリエーヌ洋菓子店
e048-958-1381 
19:30～19:00 
2水曜 
4早稲田2-18-6

のり塩スティックなど

富士見せんべい
e048-955-8090 
19:00～19:00 2無休 
4戸ヶ崎3-50-6

三郷うさぎなど

和菓子 埼玉屋南雲
e048-952-4611 
19:00～19:00 2火曜 
4中央5-26-4

窯焼きチーズなど

パティスリーハヤノ
e048-952-0136 
110:00～19:00 2水曜 
4花和田1-1 

三郷のおでかけスポット

スポーツを楽しもう
サイクリングやテニス、サッカー、野球
などさまざまなスポーツが楽しめます。

三郷駅北口自転車駐車場 
レンタサイクル   MAP E-3 
三郷駅近くにあるためレジャーにもビジ
ネスにも利用できるレンタサイクルで
す。江戸川サイクリングロードも近いの
で、本格的サイクリングも可能です。

e048-958-4291 16:30～20:00（日曜、
祝日は7:00～19：00） 2無休（年末年始を
のぞく） 3サイクリング用レンタル1日 920
円（大人用）、460円（小人用）※レンタルす
る際には身分証明書が必要です。

小松菜
グルメ
増殖中！

限定特別純米酒「におどり」
越谷小売酒販組合三郷支部
万葉集にも詠まれた早稲米の産地・三郷のコシヒカリ
100％を原料にした清酒。香り高く深い味わい。
e048-952-1231（商工会内事務局）
お酒のお買い求めは市内酒販組合加盟店まで

小松菜煎餅など

三郷煎餅
e048-958-5775 
19:00～20:00 2月曜 
4早稲田2-17-11 

 MAP E-3 

観音どら焼など

篠田製菓 饅頭屋
e048-952-6054 
19:00～17:00 2月曜 
4番匠免1-48-1 

 MAP B-5 

 MAP E-5 

みさとのハチミツカステラなど

菓匠 春華堂
e048-956-3640 
18:30～18:30 2月曜 
4戸ヶ崎1-561-3 

 MAP D-8 

郷土銘菓 三郷におどりなど

和久井商店
e048-955-0956 
18:00～19:00 2火曜 
4高州1-109-1 

 MAP E-9 

 MAP C-6 

四季彩におどりせんべいなど

茶房「蓬生」
e048-958-5587 
110:00～19:00 2水曜 
4早稲田4-6-9 

 MAP E-3 

 MAP D-8 

みそ煎餅など

鏡煎餅本舗
e048-957-5450 
19:00～18:30 2日曜 
4早稲田4-17-10 

 MAP E-3 

豚汁
三郷たかの食堂
e048-955-1118 
16:00～23:00 2無休
4鷹野3-133-1

 MAP E-8 

陶器
アトリエ MORO
e048-952-6221 
19:00～18:00 2不定休 
4番匠免1-289

 MAP B-5 

三郷の舞
越後屋餅菓子店
e048-957-2323 
18:30～18:30 2火曜 
4早稲田5-6-58 

 MAP E-2 

三郷小松菜キムチなど

韓国家庭料理 美味ましそよ
e048-951-7827 1ランチ
11:00～14:30、ディナー17:00～
22:00 2日・月曜 4三郷1-6-2

 MAP E-4 

自家製メンチカツ
肉の鳥松
e048-955-5565 
110:00～19:30 2日曜 
4高州1-105 

 MAP E-9 

 MAP C-3 

 MAP E-3 

 MAP D-6 
 MAP F-10 

 MAP E-1 
 MAP E-5 

 MAP B-2 
 MAP D-6 

● ● ●  三郷「川」物語
みさとの風ひろば

●期間等、年により異なります。事前にご確認ください。

派
生
商
品
も
続
々
登
場
！

3三郷のお店

五角成就座蒲団など

おんだ寝具店
e048-952-1045 
19:00～19:00 2日曜、祝
日 4上口1-122

 MAP B-4 
受験生へエール!

ブルーベリー

三郷市ARウォーキングアプリ
「いこね!!」

会議室やカフェなど、人が集
い交流できる空間や、パス
ポートセンターや予約図書受
取カウンターなどの暮らしに
役立つ機能を備えています。

e048-948-7688 
19:00～21:00 2年末年始

三郷中央におどりプラザ


