
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16回　草加宿場まつり第16回　草加宿場まつり

￥300～￥300～

唐揚げ唐揚げ

八千代亭八千代亭◆◆◆

八千代亭自慢の唐揚げです
創業４５年の味をお楽しみ下さい
八千代亭自慢の唐揚げです
創業４５年の味をお楽しみ下さい

￥200￥200

秩父のこんにゃく秩父のこんにゃく

ふるさと両神ふるさと両神◆◆

埼玉県秩父こんにゃくを使い
手作り味噌をかけて食べて下さい
埼玉県秩父こんにゃくを使い
手作り味噌をかけて食べて下さい

￥300￥300

ミラネサミラネサ

アルゼンチンアルゼンチン◆◆

アルゼンチンの薄切り
カツレツはいかがですか
アルゼンチンの薄切り
カツレツはいかがですか
国際交流協会国際交流協会

￥400￥400

ガパオライスガパオライス

タイタイ◆◆

最近話題のタイの定番料理！
ガパオライスはいかがですか
最近話題のタイの定番料理！
ガパオライスはいかがですか
国際交流協会国際交流協会

￥350￥350

ペルータコスペルータコス

ペルーペルー◆◆国際交流協会国際交流協会

ペルーのピリ辛激ウマの
タコスあります！
ペルーのピリ辛激ウマの
タコスあります！

￥350￥350

アンデスバーベキューアンデスバーベキュー

ペルーペルー◆◆国際交流協会国際交流協会

ペルーのバーベキュー
チョリソとチキンがあります
ペルーのバーベキュー
チョリソとチキンがあります

￥500￥500

ドネルケバブサンドドネルケバブサンド

トルコトルコ国際交流協会国際交流協会 ◆◆

トルコの美味しい
ドネルケバブサンドはいかがですか
トルコの美味しい
ドネルケバブサンドはいかがですか

￥300￥300

ピロシキピロシキ

ロシアロシア国際交流協会国際交流協会 ◆◆

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

￥500￥500
厚切りポークステーキ厚切りポークステーキ

草加パリ食堂エルブ草加パリ食堂エルブ◆◆

じっくり焼いた厚切り
ポークステーキに
特製シャリアピンソース
をかけてお出しします

じっくり焼いた厚切り
ポークステーキに
特製シャリアピンソース
をかけてお出しします

￥100～￥100～

焼そば焼そば

草加 権造睦草加 権造睦◆◆

焼そば200円、さつま串200円、
ハッシュポテト100円、スピン100円
焼そば200円、さつま串200円、
ハッシュポテト100円、スピン100円

￥600～￥600～

讃岐カレーうどん讃岐カレーうどん

讃岐うどんふき讃岐うどんふき◆◆

カレーうどん 　  ￥500
肉うどん            ￥600
新田くわいうどん ￥700

カレーうどん 　  ￥500
肉うどん            ￥600
新田くわいうどん ￥700

￥300～￥300～

中華総菜中華総菜

白蘭酒家白蘭酒家◆◆
中華総菜販売300円～500円中華総菜販売300円～500円

￥350～￥350～

鹿肉のボロネーゼ
冷製グリーンカレー
スパークリング他...

鹿肉のボロネーゼ
冷製グリーンカレー
スパークリング他...

Ｏｓｔｅｒｉａ Ｂra（オステリア ブラ）Ｏｓｔｅｒｉａ Ｂra（オステリア ブラ）◆◆

￥200～￥200～

揚げたこ串,チュロス揚げたこ串,チュロス

あじばりあじばり◆◆

揚げたてが美味しい！！たこ串、
１本２００円、1P400円
チュロスはシナモンとチョコ味、
１本３００円！

揚げたてが美味しい！！たこ串、
１本２００円、1P400円
チュロスはシナモンとチョコ味、
１本３００円！

￥300～￥300～

もつ煮込み
ピリ辛玉こんにゃく
バジルフランク

もつ煮込み
ピリ辛玉こんにゃく
バジルフランク

もつ焼田中もつ焼田中◆◆

￥300￥300

ブラバスポテトブラバスポテト
スペインの定番ポテト料理スペインの定番ポテト料理

Ｂａｒ Ｊｕｅｇｏ（バル フェーゴ）Ｂａｒ Ｊｕｅｇｏ（バル フェーゴ）◆◆

￥100～￥100～
焼きたてフランク焼きたてフランク
草加市内で子どもたちの
ための活動をしています。
サクサクポテトと
焼きたてフランクを１コインで

草加市内で子どもたちの
ための活動をしています。
サクサクポテトと
焼きたてフランクを１コインで

ボーイスカウト草加６団ボーイスカウト草加６団◆◆

￥100～￥100～

アルコール,ソフトドリンクアルコール,ソフトドリンク

ドレミファそうかコンサートドレミファそうかコンサート◆◆

生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク各種
冷たい飲み物をご用意して皆さまの
お越しをお待ちしてます。

生ビール、酎ハイ、ソフトドリンク各種
冷たい飲み物をご用意して皆さまの
お越しをお待ちしてます。

￥300～￥300～

ケバブサンドケバブサンド トルコ料理パディシャートルコ料理パディシャー◆◆

トルコ料理うまいよー
ケバブ、ポテト、アイス、
焼き鳥　300～500円

トルコ料理うまいよー
ケバブ、ポテト、アイス、
焼き鳥　300～500円

￥100～￥100～

焼き鳥焼き鳥 万留博万留博◆◆

暑い時こそ
美味しい
焼き鳥
1本100円

暑い時こそ
美味しい
焼き鳥
1本100円

￥500～￥500～

もちもちポテトもちもちポテト Lings Kitchen（リングスキッチン）Lings Kitchen（リングスキッチン）◆◆

人気の
もちもちポテト
（正規加盟店）に
新しいソースが
仲間入り!!!

人気の
もちもちポテト
（正規加盟店）に
新しいソースが
仲間入り!!!

￥300￥300

かき氷かき氷
キャラメルポップコーンキャラメルポップコーン アドアドアドアド◆◆

かき氷は
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
20種類以上。

かき氷は
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
20種類以上。

￥500￥500

そうからあげそうからあげ インどり屋インどり屋◆◆

全国からあげ
グランプリ最高金賞受賞。
からあげの衣に
草加せんべいを
ブレンドした
新食感のからあげ。

全国からあげ
グランプリ最高金賞受賞。
からあげの衣に
草加せんべいを
ブレンドした
新食感のからあげ。

￥500￥500

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

Restaurant & Bar TRIPRestaurant & Bar TRIP◆◆

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！

￥500￥500

揚げPizza揚げPizza
パンツェロッティパンツェロッティ 和伊話云和伊話云◆◆

ミラノ名物！
揚げたてピザ生地
の中から
モッツァレラ、
トマト、バジルが
トローリ！！

ミラノ名物！
揚げたてピザ生地
の中から
モッツァレラ、
トマト、バジルが
トローリ！！

￥100￥100

メンチカツメンチカツ 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◆◆

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。
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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

クーポンクーポン11クーポンクーポン22クーポンクーポン33クーポンクーポン44クーポンクーポン55クーポンクーポン66

FUN-KEY  SOKA  SOKOFUN-KEY  SOKA  SOKO

048-926-1212
Googleマップで
地図を確認→

洋食屋アターブル洋食屋アターブル

048-951-3036
Googleマップで
地図を確認→

048-934-5167
Googleマップで
地図を確認→

和伊話云和伊話云

048-915-2026
Googleマップで
地図を確認→

ecoma coffeeecoma coffee

048-920-5878
Googleマップで
地図を確認→

大福源 草加本店大福源 草加本店

048-925-9928
Googleマップで
地図を確認→

珍來総本店直営 草加駅前店珍來総本店直営 草加駅前店

ライブライブ
街角街角

266 2525 2 1市
役
所
北
交
差
点

県
道
足
立・越
谷
線回向院・観音寺

はいから横丁グルメ市会場
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