
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12回　草加宿場まつり第12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

紫菜館手作りのもっちりと
した皮とジューシーな餡の
絶品焼き小龍包

紫菜館手作りのもっちりと
した皮とジューシーな餡の
絶品焼き小龍包

焼き小龍包焼き小龍包

紫菜館紫菜館◆◆

￥300～￥300～

野菜たっぷり自家製
塩麹スープと五目ちらし
野菜たっぷり自家製
塩麹スープと五目ちらし

塩麹スープ、五目ちらし塩麹スープ、五目ちらし

こだま亭こだま亭◆◆

￥300～￥300～

草加名産品の小松菜とカリフォルニアBBQ
ソースをMIXしたオリジナルチキン☆
フルーティーな味わい！ビールに革命を！ 
NAHOHオリジナルブレンド ビール☆

草加名産品の小松菜とカリフォルニアBBQ
ソースをMIXしたオリジナルチキン☆
フルーティーな味わい！ビールに革命を！ 
NAHOHオリジナルブレンド ビール☆

草加リフォルニアチキン！
自家製オレンジビール！
草加リフォルニアチキン！
自家製オレンジビール！

BAR NAHOHBAR NAHOH

ソウカソウカ

◆◆

￥200￥200

北海道産とうもろこしをオリ
ジナルブレンドの醤油で！　
かき氷はシロップ20種以上！

北海道産とうもろこしをオリ
ジナルブレンドの醤油で！　
かき氷はシロップ20種以上！

かき氷,焼きとうもろこし
フランクフルト
かき氷,焼きとうもろこし
フランクフルト

アドアドアドアド◆◆

￥100￥100

来年2月1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1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◆◆

￥200～￥200～

美味しい焼き鳥をこだわりの
タレでお召し上がりください。
お祭り特別価格にてご提供！

美味しい焼き鳥をこだわりの
タレでお召し上がりください。
お祭り特別価格にてご提供！

焼き鳥,もも,つくね,豚バラ焼き鳥,もも,つくね,豚バラ

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◆◆

￥350～￥350～

８０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。

８０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。

餃子,ソース焼きそば餃子,ソース焼きそば

珍来総本店珍来総本店◆◆

￥200～￥200～

採れたて新鮮な草加地場産
の野菜をお届けします！
採れたて新鮮な草加地場産
の野菜をお届けします！

草加地場産野菜草加地場産野菜

草加市農業振興協議会草加市農業振興協議会◆◆

￥300￥300

モチモチ太麺で食べる草加大勝の汁なし
担々麺！ 絶品！塩スジ煮 牛スジをじっく
り煮込んだ逸品！売り切れ御免！丸ちゃん
とろける杏仁豆腐！

モチモチ太麺で食べる草加大勝の汁なし
担々麺！ 絶品！塩スジ煮 牛スジをじっく
り煮込んだ逸品！売り切れ御免！丸ちゃん
とろける杏仁豆腐！

汁なし担々麺、塩スジ煮
とろける杏仁豆腐、酒類
汁なし担々麺、塩スジ煮
とろける杏仁豆腐、酒類

草加市西町の担々麺大勝草加市西町の担々麺大勝◆◆

￥300～￥300～

甘い匂いの誘惑には勝てない？！皆大好きベビーカステラ♪
パリパリジューシーチキンステーキ。お好みでサルサソース
を！ボリュームたっぷり160g牛串でお腹いっぱい大満足！

甘い匂いの誘惑には勝てない？！皆大好きベビーカステラ♪
パリパリジューシーチキンステーキ。お好みでサルサソース
を！ボリュームたっぷり160g牛串でお腹いっぱい大満足！

ベビーカステラ、牛串
パリパリジューシーチキンステーキ
ベビーカステラ、牛串
パリパリジューシーチキンステーキ

草加粉もん屋三郎草加粉もん屋三郎◆◆

￥350～￥350～

サックリホクホクに揚げたポテト
に、バターでじっくりと香りを出
したにんにくを絡めた伝説のフラ
イドポテト！

サックリホクホクに揚げたポテト
に、バターでじっくりと香りを出
したにんにくを絡めた伝説のフラ
イドポテト！

伝説のガーリックポテトフライ伝説のガーリックポテトフライ

モーランドモーランド◆◆

￥300￥300

昔ながらの伝統製法「手のし」の技術を活かし、
１枚１枚型抜きした生の「生地」であんこを包み
香ばしさを出すため炙りを加えたやわらかい
「和」テイストのスイーツです。！

昔ながらの伝統製法「手のし」の技術を活かし、
１枚１枚型抜きした生の「生地」であんこを包み
香ばしさを出すため炙りを加えたやわらかい
「和」テイストのスイーツです。！

草加ふささら生せんべい草加ふささら生せんべい
なまなま

草加せんべい振興協議会草加せんべい振興協議会◆◆

￥250￥250

切り株の家のもっちり食感の
山型バウムクーヘンに
ビターチョコソースを
かけてお召し上がり下さい。

切り株の家のもっちり食感の
山型バウムクーヘンに
ビターチョコソースを
かけてお召し上がり下さい。

山型バウム・チョコソース山型バウム・チョコソース

切り株の家切り株の家◆◆

￥350￥350

手作り焼き餃子のお店です！手作り焼き餃子のお店です！

焼き餃子焼き餃子

餃子大陸餃子大陸◆◆

￥200￥200

ロシアのお母さんの味です。ロシアのお母さんの味です。

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

◆◆

￥300￥300

本場で育ったシェフの味を
お楽しみください。
本場で育ったシェフの味を
お楽しみください。

タコスタコス

メキシコメキシコ◆◆

￥300￥300

もちろん手づくり、
ボリュームたっぷりです。
もちろん手づくり、
ボリュームたっぷりです。

ミートパイミートパイ

ペルーペルー◆◆

￥500￥500

一度食べたら忘れられない
味です。
一度食べたら忘れられない
味です。

チキンケバブチキンケバブ

イランイラン◆◆

￥300￥300

スパイシーな南米の味を
お楽しみください。
スパイシーな南米の味を
お楽しみください。

チョリソチョリソ

ペルーペルー◆◆

￥500￥500

インド生まれ、味は逸品です。インド生まれ、味は逸品です。

タコライスタコライス

パキスタンパキスタン◆◆

￥300￥300

ながーくのびますよ。
実演つきです。
ながーくのびますよ。
実演つきです。

のびーるアイスのびーるアイス

トルコトルコ◆◆

￥300￥300

アフリカのお母さんがつくります。アフリカのお母さんがつくります。

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

本場のシェフが腕をふるいます。本場のシェフが腕をふるいます。

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 2323 2424 2525

1本部本部街角ライブ街角ライブ 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1111 1212 1313 1414 15151616 1717 1818 1919 2020 21212222 2323 24242525

●回向院・観音寺●回向院・観音寺●回向院・観音寺
※メニューは変更となる場合があります。※メニューは変更となる場合があります。※メニューは変更となる場合があります。

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→

★着物・ゆかたの方への特典！！★　ここで使えるクーポンを草加駅前カーソン広場でお配りします。★着物・ゆかたの方への特典！！★　ここで使えるクーポンを草加駅前カーソン広場でお配りします。★着物・ゆかたの方への特典！！★　ここで使えるクーポンを草加駅前カーソン広場でお配りします。

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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