
はいから横丁グルメ市はいから横丁グルメ市
10:30～16:3010:30～16:30第13回　草加宿場まつり第13回　草加宿場まつり

￥500～￥500～

唐揚げの衣に草加せんべいを
ブレンド外はパリカリ、中は
柔らかジューシーな
絶品からあげです。

唐揚げの衣に草加せんべいを
ブレンド外はパリカリ、中は
柔らかジューシーな
絶品からあげです。

そうからあげ SoKaraAgeそうからあげ SoKaraAge

唐揚げ専門店インどり屋唐揚げ専門店インどり屋◆◆◆

￥300￥300

草加で４０年の
中華料理店です。
草加で４０年の
中華料理店です。

ホイコーロー焼きそばホイコーロー焼きそば

紫菜館紫菜館◆◆

￥500￥500

超濃厚生チョコレート使用！ とろっとろの
生チョコレートが口いっぱいに広がる、
幸せになるスイーツです！

超濃厚生チョコレート使用！ とろっとろの
生チョコレートが口いっぱいに広がる、
幸せになるスイーツです！

フォンダンショコラボードフォンダンショコラボード

NAHOHｃafeNAHOHｃafe◆◆

￥300￥300

秋でも美味しく食べられるフワフワに
削ったかき氷。シロップは３０種類、
自分でもかけられます。

秋でも美味しく食べられるフワフワに
削ったかき氷。シロップは３０種類、
自分でもかけられます。

フワフワかき氷,
フライドポテト
フワフワかき氷,
フライドポテト

アドアドアドアド◆◆

￥200～￥200～

来年2月7日草加市文化会館
ホールにてドレミファそうか
コンサ－トが開催されます。
是非ご来場下さい。

来年2月7日草加市文化会館
ホールにてドレミファそうか
コンサ－トが開催されます。
是非ご来場下さい。

フランクフルト,コーヒー,
かき氷,アルコール
フランクフルト,コーヒー,
かき氷,アルコール

ドレミファそうかコンサートドレミファそうかコンサート◆◆

￥400￥400

国産牛肉のスジをじっくり
とろとろになるまで
煮込んでます。

国産牛肉のスジをじっくり
とろとろになるまで
煮込んでます。

和牛スジの煮込み和牛スジの煮込み

居酒屋ねぎ居酒屋ねぎ◆◆

￥300￥300

さっぱりとした具だくさんの
イカ明太子スパゲッティーです。
35年間、変わらず今に伝えて
います。

さっぱりとした具だくさんの
イカ明太子スパゲッティーです。
35年間、変わらず今に伝えて
います。

イカ明太子スパゲッティーイカ明太子スパゲッティー

ティールームjuneティールームjune◆◆

￥500￥500

骨付きの鶏モモ肉をじっくり煮込ん
だものをグリーンカレーに添えて
お出しします。そのだし汁で炊いた
ジャスミンライスと供にどうぞ！

骨付きの鶏モモ肉をじっくり煮込ん
だものをグリーンカレーに添えて
お出しします。そのだし汁で炊いた
ジャスミンライスと供にどうぞ！

やわらか骨付き鶏モモ肉の
グリーンカレー
やわらか骨付き鶏モモ肉の
グリーンカレー

Restaurant & Bar TRIPRestaurant & Bar TRIP◆◆

￥300￥300

ゼッポリーニはピザ生地を揚げたもので
す。和伊話云風は和の具材をピザ生地に
練り込みます！
おなじみのポテトフライとポップコーン
と合わせてご賞味ください

ゼッポリーニはピザ生地を揚げたもので
す。和伊話云風は和の具材をピザ生地に
練り込みます！
おなじみのポテトフライとポップコーン
と合わせてご賞味ください

ゼッポリーニ,
ポテトフライ,
ポップコーン

ゼッポリーニ,
ポテトフライ,
ポップコーン

和伊話云和伊話云◆◆

￥450￥450

スパイシーな『黒カレー』と
ココナッツ香る『赤カレー』の
両方がお楽しみいただける
お得な特別メニューです。

スパイシーな『黒カレー』と
ココナッツ香る『赤カレー』の
両方がお楽しみいただける
お得な特別メニューです。

黒と赤のハーフ&ハーフカレー黒と赤のハーフ&ハーフカレー

湘南カレー湘南カレー◆◆

￥300～￥300～

甘くてふわふわ！ コロコロ可愛い！ ベビーカステラ!甘くてふわふわ！ コロコロ可愛い！ ベビーカステラ!
THE祭りの定番！ 三郎自慢のお好み焼き！THE祭りの定番！ 三郎自慢のお好み焼き！
大人気！ もちもち・味噌味太麺焼きそば！大人気！ もちもち・味噌味太麺焼きそば！

ベビーカステラ,
お好み焼き、焼きそば
ベビーカステラ,
お好み焼き、焼きそば

草加粉もん屋三郎草加粉もん屋三郎◆◆

￥200￥200

楽天市場グルメ大賞受賞＆ナムコ
ナンジャタウン出店実績あり！
すべて瀬崎の手作り工房で職人が
手作りしている手包みジャンボ餃
子＆小籠包です。

楽天市場グルメ大賞受賞＆ナムコ
ナンジャタウン出店実績あり！
すべて瀬崎の手作り工房で職人が
手作りしている手包みジャンボ餃
子＆小籠包です。

手包みジャンボ餃子2個,
手包み小籠包2個
手包みジャンボ餃子2個,
手包み小籠包2個

王さんの手包みジャンボ餃子・謝謝王さんの手包みジャンボ餃子・謝謝◆◆

￥300～￥300～

しっとりバウムクーヘンの
周りにビターチョコと粉末状
に砕いた草加せんべいを
コーティングしました！

しっとりバウムクーヘンの
周りにビターチョコと粉末状
に砕いた草加せんべいを
コーティングしました！

草加ばうむくーへん,
他バウムクーヘン数種類
草加ばうむくーへん,
他バウムクーヘン数種類

切り株の家切り株の家◆◆

￥300￥300

ロシアのピロシキ
ロシア生まれ、子育真っ最中の
お母さん達が作りました。

ロシアのピロシキ
ロシア生まれ、子育真っ最中の
お母さん達が作りました。

ピロシキピロシキ

ロシアロシア草加市国際交流協会草加市国際交流協会 草加市国際交流協会草加市国際交流協会

草加市国際交流協会草加市国際交流協会

草加市国際交流協会草加市国際交流協会草加市国際交流協会草加市国際交流協会

草加市国際交流協会草加市国際交流協会

草加市国際交流協会草加市国際交流協会

草加市国際交流協会草加市国際交流協会草加市国際交流協会草加市国際交流協会

◆◆

￥400￥400

ブラジルのソーセージ
ボリュームたっぷり、
人気の豚肉ソーセージです

ブラジルのソーセージ
ボリュームたっぷり、
人気の豚肉ソーセージです

ソーセージソーセージ

ブラジルブラジル◆◆

￥300￥300

ペルーの家庭料理エンパナーダ
リオのお母さんの味を
楽しんでください。

ペルーの家庭料理エンパナーダ
リオのお母さんの味を
楽しんでください。

エンパナーダエンパナーダ

ペルーペルー◆◆

￥500￥500

インドのカレー
南インドの家庭の味、
具たくさんなココナッツカレーです。

インドのカレー
南インドの家庭の味、
具たくさんなココナッツカレーです。

カレーカレー

インドインド◆◆

￥300￥300

ペルーのパイナコッタ
チーズやハム入りボリューム満点の
おやつはいかがですか。　

ペルーのパイナコッタ
チーズやハム入りボリューム満点の
おやつはいかがですか。　

パイナコッタパイナコッタ

ペルーペルー◆◆

￥500￥500

ブラジルのパステル
チーズと牛ひき肉入りがあります。
揚げたては抜群です。

ブラジルのパステル
チーズと牛ひき肉入りがあります。
揚げたては抜群です。

パステルパステル

ブラジルブラジル◆◆

￥500￥500

トルコのケバブ
おまつりの定番です。
本場の味をいかがですか。

トルコのケバブ
おまつりの定番です。
本場の味をいかがですか。

ケバブケバブ

トルコトルコ◆◆

￥300￥300

ガーナのピーナッツスープとライス
コクのあるスープは、
アフリカのおふくろの味です。

ガーナのピーナッツスープとライス
コクのあるスープは、
アフリカのおふくろの味です。

ピーナッツスープ＆ライスピーナッツスープ＆ライス

ガーナガーナ◆◆

￥400￥400

タイの代表的なラーメン
一度食べたら忘れられない
本場の味をお楽しみください。

タイの代表的なラーメン
一度食べたら忘れられない
本場の味をお楽しみください。

タイラーメンタイラーメン

タイタイ◆◆

1 2 3 4 5

6 7 8 9 1010

1111 1212 1313 1414 1515

1616 1717 1818 1919 2020

2121 2222

本部本部街角ライブ街角ライブ 21 3 4 5 6 7 8 9 1010 11111212 1313 14141515 1616 1717 1818 19192020 21212222

●回向院・観音寺●回向院・観音寺●回向院・観音寺ゴミステーションゴミステーション

※ゴミはお持ち帰りいただくか、ゴミステーションにお捨てください。※ゴミはお持ち帰りいただくか、ゴミステーションにお捨てください。※ゴミはお持ち帰りいただくか、ゴミステーションにお捨てください。

※下記料金は税込表示です。
※メニュー、料金は変更となる場合があります。
※下記料金は税込表示です。
※メニュー、料金は変更となる場合があります。

　（ビールマーク）＝アルコール取扱い店　（ビールマーク）＝アルコール取扱い店

はいから横丁グルメ市の詳細は→はいから横丁グルメ市の詳細は→はいから横丁グルメ市の詳細は→

テーブル席あり！テーブル席あり！テーブル席あり！
●市役所北
交差点

●市役所北
交差点

●市役所北
交差点
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