
はいから横丁グルメ市はいから横丁グルメ市
10:00～16:0010:00～16:00第14回　草加宿場まつり第14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。

そうからあげそうからあげ

唐揚げ専門店インどり屋唐揚げ専門店インどり屋◆◆◆

￥300￥300

昭和村野尻産のまろやかな菜種油を
つかったドレッシングです。唐辛子味
とわさび味があります。何でも合う
ドレッシングに仕上がっています。

昭和村野尻産のまろやかな菜種油を
つかったドレッシングです。唐辛子味
とわさび味があります。何でも合う
ドレッシングに仕上がっています。

なたねドレッシングなたねドレッシング

野尻営農生産組合野尻営農生産組合◆◆

￥100～￥100～

ふっくらおいしい悠然どりの唐揚串
を揚げたてで１本１００円!!
日山の新名物!!

ふっくらおいしい悠然どりの唐揚串
を揚げたてで１本１００円!!
日山の新名物!!

悠然どりの唐揚串悠然どりの唐揚串

肉の日山肉の日山◆◆

￥300￥300

フワフワかき氷,
ふりふりポテト
フワフワかき氷,
ふりふりポテト

アドアドアドアド◆◆

￥100～￥100～

冷たいお飲物各種とりそろえております。
喉をうるおしに来てください！
冷たいお飲物各種とりそろえております。
喉をうるおしに来てください！

アルコール,ソフトドリンクアルコール,ソフトドリンク

ドレミファそうかハンドベル隊ドレミファそうかハンドベル隊◆◆

￥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

イザカヤネギイザカヤネギ◆◆

￥300￥300

昭和時代かり38年続いている
ティールームＪＵNEの名物パス
タをご賞味ください！

昭和時代かり38年続いている
ティールームＪＵNEの名物パス
タをご賞味ください！

昭和なペペロンチーネ昭和なペペロンチーネ

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◆◆

￥350～￥350～

おいしいたこ焼きあげちゃいました。
疲れた体にビタミングレープフルーツ
ジュースでリフレッシュ

おいしいたこ焼きあげちゃいました。
疲れた体にビタミングレープフルーツ
ジュースでリフレッシュ

あげたこ,焼きそば
グレープフルーツ
あげたこ,焼きそば
グレープフルーツ

はらぺこトミーはらぺこトミー◆◆

￥300～￥300～

トルコ料理うまいよートルコ料理うまいよー
ケバブ,トルコのびーるアイスケバブ,トルコのびーるアイス

トルコ料理パディシャートルコ料理パディシャー◆◆

￥300～￥300～

大人も子供もみーんな大好き！甘くてふわふわ
三郎自慢のベビーカステラ♪食べ歩きに最適！
ジューシー牛串！ぜひご賞味ください☆

大人も子供もみーんな大好き！甘くてふわふわ
三郎自慢のベビーカステラ♪食べ歩きに最適！
ジューシー牛串！ぜひご賞味ください☆

ベビーカステラ,牛串ベビーカステラ,牛串

草加粉もん屋三郎草加粉もん屋三郎◆◆

￥300￥300

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～

昭和村では定番の一品です。昭和村の
食材を使った昔ながらのホッとする味
です。ぜひご賞味ください。

昭和村では定番の一品です。昭和村の
食材を使った昔ながらのホッとする味
です。ぜひご賞味ください。

昭和ばあちゃんの五目ふかし昭和ばあちゃんの五目ふかし

夢空間夢空間◆◆

￥250￥250

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 ◆◆

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

￥300￥300

ソーセージソーセージ

ブラジルブラジル◆◆草加市国際交流協会草加市国際交流協会

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

￥300￥300

エンパナーダエンパナーダ

ペルーペルー◆◆草加市国際交流協会草加市国際交流協会

ペルーの家庭料理エンパナーダ
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
お母さんの味を楽しんでください

￥500～￥500～

おもしろいインド人がやってます。おもしろいインド人がやってます。
もちもちポテトもちもちポテト

リングスキッチンリングスキッチン◆◆

￥200￥200

ミートパイミートパイ

ペルーペルー◆◆草加市国際交流協会草加市国際交流協会

みんなで集まったときに食べる、
ペルー定番のミートパイです
みんなで集まったときに食べる、
ペルー定番のミートパイです

￥500￥500

ペルーのビールペルーのビール

ペルーペルー◆◆草加市国際交流協会草加市国際交流協会

ペルー代表のビール。世界遺産の街・
クスコの地ビールはいかがですか
ペルー代表のビール。世界遺産の街・
クスコの地ビールはいかがですか

￥400～￥400～

トムヤム,パッタイ,
ゲーンキャオワーン,他
トムヤム,パッタイ,
ゲーンキャオワーン,他

世界の料理世界の料理◆◆

￥800￥800

厳選した黒毛和牛A4ランクのお肉を
焼肉屋特製の甘ダレと自家製サワー
クリームでお召し上がりください。

厳選した黒毛和牛A4ランクのお肉を
焼肉屋特製の甘ダレと自家製サワー
クリームでお召し上がりください。

ローストビーフ丼ローストビーフ丼

串焼きutan串焼きutan◆◆

￥200～￥200～

焼おにぎりを国産豚バラ肉で巻きｼﾞｭｰｼｰに
焼き上げた一品。やみつきの味です！
焼おにぎりを国産豚バラ肉で巻きｼﾞｭｰｼｰに
焼き上げた一品。やみつきの味です！

人魚特製の肉巻きおにぎり人魚特製の肉巻きおにぎり

人魚人魚◆◆

￥300～￥300～

出来たてあつあつ、もちもちの長～いポテトです。
味は塩.ケチャップ.チーズ.明太マヨ.チョコレート
の5種類です。

出来たてあつあつ、もちもちの長～いポテトです。
味は塩.ケチャップ.チーズ.明太マヨ.チョコレート
の5種類です。

ロングポテト,他ロングポテト,他

イデアコネクトイデアコネクト◆◆

￥100￥100

越後もち豚使用の国産メンチカツ熱々の
揚げたてをご賞味ください。
ごま油薫るポテトも定番です。

越後もち豚使用の国産メンチカツ熱々の
揚げたてをご賞味ください。
ごま油薫るポテトも定番です。

カワイのメンチカツ・ポテトフライカワイのメンチカツ・ポテトフライ

河合産業（株）河合産業（株）◆◆

￥100～￥100～

肉まん,小籠包,ゴマ団子
牛乳饅頭,春巻,他
肉まん,小籠包,ゴマ団子
牛乳饅頭,春巻,他

台湾料理　蘭台湾料理　蘭◆◆

￥100～￥100～

ボーイスカウト草加６団です。草加市内で
子どもたちのための活動をしています。
ボーイスカウト草加６団です。草加市内で
子どもたちのための活動をしています。

焼きたてアツアツ！フランクフルト焼きたてアツアツ！フランクフルト
＆玉こんにゃく＆玉こんにゃく

ボーイスカウト草加６団ボーイスカウト草加６団◆◆

￥200～￥200～

コメントー秩父特産のこんにゃく芋と日本百名山
両神山からの水丹精込めて生芋10０％の
こんにゃくと秩父で造られた秘伝の味噌。

コメントー秩父特産のこんにゃく芋と日本百名山
両神山からの水丹精込めて生芋10０％の
こんにゃくと秩父で造られた秘伝の味噌。

味噌田楽,他味噌田楽,他

ふるさと両神ふるさと両神◆◆

￥100～￥100～

焼き鳥,焼きそば
いもテッシュー,他
焼き鳥,焼きそば
いもテッシュー,他

マルヒロマルヒロ◆◆

￥350￥350

焼きそば、餃子焼きそば、餃子
88年愛され続ける手作り餃子。もっちり
した皮、ジューシーな具が自慢です。
特製ソース仕上げソース焼きそば

88年愛され続ける手作り餃子。もっちり
した皮、ジューシーな具が自慢です。
特製ソース仕上げソース焼きそば

珍來総本店珍來総本店◆◆

￥300￥300

エンパナダエンパナダ

パラグアイパラグアイ◆◆草加市国際交流協会草加市国際交流協会

お祭りや誕生日など、お客さんを迎えてのパーティ
につきものの一品です。家族みんなで作ります。
お祭りや誕生日など、お客さんを迎えてのパーティ
につきものの一品です。家族みんなで作ります。
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●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

テーブル席あり！テーブル席あり！テーブル席あり！
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※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→


