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平成２９年５月２８日（日）　午前１０時から午後３時まで

熊谷スポーツ文化公園　にぎわい広場

・熊谷市のグルメと物産を紹介・販売します。同時に市外有名グルメを招待し、集客を図ります。

・熊谷の「ベストフード」を決定する「くまが屋・オブ・ザ・イヤー」にエントリーした市内グル
メ３７店、市外グルメ１３店、物産１６店、ご当地ホルモン７店、特別出展コーナー２店、計７５
店の出店数で賑やかな大会となります。

特徴やPRポイント
・第７回目となる今大会は、「くまが屋・オブ・ザ・イヤー」部門に、３７店（昨年は３８店）が
参加します。来場者の碁石による人気投票は、まさに熊谷市内のグルメ王者を決定するにふさわし
く、賑やかな大会となります。

・市内店舗の参加数の増加を受け、昨年同様『原点回帰』を大会開催のコンセプトとし、グルメ大
会の本来の趣旨に立ち返り、市内店舗の良さや魅力を知ってもらい、イベント後に店舗に足を運ん
でいただくことを目指します。
　①店舗の個性や魅力を披露する　②グルメで街を盛り上げる　③将来に向けた情報を発信する

・ステージイベントのＭＣとして、本市出身で女優・タレントの小林麗菜さんをお迎えし、大会を
盛り上げるだけでなく「華」を添えていただきます。

・本市妻沼が舞台となっているグライダー漫画「ブルーサーマル」のコミックス第４巻発売記念と
して、作者小沢かな先生によるサイン会を開催します。

・さらに、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」でお馴染み、大注目の長野県上田市から「信州上田おもて
なし武将隊」、「観光物産コーナー」、「ご当地グルメ店（美味だれ焼き鳥）」に今年も御参加い
ただきます。

・また、ホルモンのまち熊谷をＰＲするため、特別企画「ご当地ホルモン大集合in熊谷」を開催し
ます。気仙沼市や厚木市など市内外から出店する７店のホルモン焼きの味比べを楽しめます。

・埼玉県主催の「スポーツフェスティバル２０１７」も同時開催します。

・昨年は約５０，０００人ものお客様に御来場いただきました。

【今回も参加する歴代オブ・ザ・イヤー】
　くまが屋・オブ・ザ・イヤー２０１３・・・ねぎどっさりもつ煮込み（ハッピー酒場　金ちゃん）
　くまが屋・オブ・ザ・イヤー２０１４・・・ピリ辛ハーフチキン（鳥末本店）
　くまが屋・オブ・ザ・イヤー２０１５・・・ピリ辛ハーフチキン（鳥末本店）２連覇！
　くまが屋・オブ・ザ・イヤー２０１６・・・チーズin鶏メンチ（熊谷つくね横丁　炭じろう）

主催：熊谷Ｂ級グルメ大会実行委員会
後援：東日本旅客鉄道株式会社高崎支社、秩父鉄道株式会社、（一社）埼玉県物産観光協会
連絡先：（一社）熊谷市観光協会　秋谷・秋山　　連絡先：048-594-6677

資料の有無（　　有　　・　　無　　）

スポーツ観光課　徳田

048-524-1760

熊谷市
記者クラブ取材情報

第７回熊谷Ｂ級グルメ大会の開催について

平成２９年４月２５日発表
担当課：スポーツ観光課

ベストのＢ！



第７回熊谷Ｂ級グルメ大会　　概要

開催概要 開催趣旨

取組ポイント 登場予定グルメ

盛り上げステージイベント等 会場・アクセス

主催・問合せ
熊谷Ｂ級グルメ大会実行委員会事務局（（一社）熊谷市観光協会内）
〒360-0041　熊谷市宮町二丁目９５番地間庭ビル２階　電話：048-594-6677　ＦＡＸ：048-598-4510

【期日】　　平成２９年５月２８日（日）午前１０時～午後３時
【会場】　　熊谷スポーツ文化公園・にぎわい広場
【後援】　　（一社）埼玉県物産観光協会
　　　　　　東日本旅客鉄道株式会社高崎支社
　　　　　　秩父鉄道株式会社
【展開】　　「くまが屋・オブ・ザ・イヤー」部門、
　　　　　　「物産・甘味処「くまが屋」」部門、
　　　　　　「市外グルメ」部門、
　　　　　　「ご当地ホルモン大集合in熊谷」の４部門を実施する。

　ご当地グルメが数多くある埼玉県の中でも、熊谷市は県内有数の生産を誇る小麦を使っ
た粉食文化をはじめとした“食”に対する意識が高く、市内にはガッツリ系からサッパリ系ま
で魅力的なメニューを提供する飲食店が数多くある。
　各店がこだわった味、熊谷Ｂ級グルメ（熊谷ベストフードグルメ）を広く知ってもらうための
ピーアールイベントとして開催する。
　また、開催日当日だけでなく開催後に直接店舗にお客様が訪れるようにクーポン等の波
及策を実施する。

1. 　「くまが屋・オブ・ザ・イヤー」では投票を行って順位を決定すること
　　で、その年のいちおしグルメとして、話題発信、プロモーションを実施。
2. 　開催による話題の創出により、熊谷市や市内飲食店等の商品の認知度拡大
　　を図る。
3. 　「市外グルメ」部門では、観光キャンペーンを展開して都市間相互の交流
　　を行い、観光客誘致を図る。

みなさんご存知の有名グルメが出店予定です。

・テレビ等でも活躍中の女優・タレント、本市出身・小林麗菜さんがＭＣ！
　イベントに「華」を添えます。
・本市妻沼が舞台！グライダー漫画「ブルーサーマル」第４巻の発売を記念
　して、作者・小沢かな先生のサイン会を行います。
・大河ドラマでお馴染み！信州上田おもてなし武将隊が今年も参戦！

電車の場合
・ＪＲ高崎線熊谷駅北口からバスで約15分
　（熊谷駅北口2番、3番乗場）
車の場合
・国道17号バイパス肥塚交差点から約700ｍ
・関越自動車道東松山I.Cから熊谷・東松山道路を
　熊谷方面へ約18ｋｍ
・東北自動車道羽生I.Cから国道125号線を熊谷方
　面へ約20ｋｍ

 く まが屋・ オブ・ ザ・ イ ヤー2016 

熊谷つくね横丁 炭じろう 

「チーズｉｎ鶏メンチ」 

小林麗菜
（Ｃ）小沢かな/新潮社　

　　 ブルーサーマル 信州上田おもてなし武将隊



告
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今秋、熊谷市で「全国ご当地うどんサミット」が開催されます！

第7回
全国ご当地うどんサミット2017

in 熊谷
●開催日：平成29年11月18日（土）・19日（日）　2日間　　●会場：熊谷スポーツ文化公園　 ※写真はイメージです。※写真はイメージです。

ラグビーワールドカップ 2019　熊谷開催
熊谷B級グルメ大会会場にある、

ラグビー体験コーナーで楽しもう！

同時開催

にぎわい
広場

会場アクセス 会場MAP

主催：熊谷Ｂ級グルメ大会実行委員会
　　　　　【熊谷市、（一社）熊谷市観光協会、熊谷商工会議所、熊谷市商店街連合会、くまがや市商工会】

事務局：（一社）熊谷市観光協会　TEL 048-594-6677
後　援：東日本旅客鉄道株式会社高崎支社、 会協光観産物県玉埼）社一（、社会式株道鉄父秩

※混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。 埼玉県熊谷市上川上300

陸上競技場

彩の国
くまがやドーム

にぎわい広場で
ス
バ

熊谷B級グルメ大会 会場

熊谷駅〈犬塚行き〉
国際十王バス バス2番乗場

所要時間：約13分（ドームまで徒歩7分）
陸上競技場入口

国際十王バス バス3番乗場

所要時間：約18分（ドームまで徒歩0分）
熊谷駅 くまがやドーム

国際十王バス バス3番乗場
熊谷駅 熊谷スポーツ文化公園

所要時間：約15分（ドームまで徒歩7分）

症状が出た時の対応は…
●水分や塩分を補給　●涼しい場所に移る
●体温を下げる など

熱中症などの暑さ対策をお忘れなく！

本部
投票所

」ルマーサールブ「 
サイン会

ステージ

会場地図

国営武蔵丘陵森林公園信州上田観光物産PRコーナー特別出展
コーナー

くまがやドーム

陸上競技場

5月28日 熊谷スポーツ文化公園
にぎわい広場
熊谷スポーツ文化公園
にぎわい広場5月28日 日

ステージイベント

グライダー漫画「ブルーサーマル」の作者

小沢かな先生サイン会

特設ステージ12:20～15:00

埼玉県
スポーツフェスティバル2017

物産・甘味処「くまが屋」コーナー

特別出展コーナー

中華食堂　睡蓮
エビイカ春巻11認定ＮＰＯ法人 くまがや小麦の会11

紅葉屋本店22
(有)清月堂33
はせ川製菓店44
さわた55
次郎庵66
権田酒造（株）77
まるはし商店88
植竹製菓99
(有)柳屋製菓舗1010
（株）近江屋酒店1111
コカ・コーラ
イーストジャパン（株）1212
小島製菓1313
こうなん農産加工倶楽部「なご味」1414
御菓子司　花扇1515
おおさと工房1616

讃岐うどん　たけむら
スペシャルぶっかけ22
天王店
やきとり33
Mexican Dining Hana-Hana
メキシコ料理 やみつきビーフタコス44
ラ・ベットラ・ダ・ジータ
豚肉のイタリアントマト煮込み55
Leposiny　cafe
アメリカンチキンレッグ66
中華居酒屋　紅龍
芝エビのマヨネーズ和え77
（有）清月堂
生キャラメルちゅうちゅうプリン88
こうなん農産加工倶楽部「なご味」
雪帽子99
丸橋食品
豆腐田楽1010
ハッピー酒場 金ちゃん
ねぎどっさりもつ煮込み1111
牛たん　響や
山芋チュロス・アイスクリーム1212
市場の食卓　ブッチャーズハウス
ねぎみそビフテキ丼1313
元気ダマ亭
にんにくからあげ1414
大衆酒屋　つの☆いち
火モツ1515
青山カレー工房1616
おおさと工房
ふるさとの雪どけ1717
鳥末本店
ピリ辛ハーフチキン1818
ピッツァプリマヴェーラ
石窯焼きピザ（トマトソース、ハチミツチーズ）1919
福智商店
八百屋さんのヤキソバフライ2020
満願堂
熊谷ホルどん2121
シノン洋菓子店
イチゴレアチーズ2222
炭火ダイニングココロ
仙台牛すじ煮込みカレー2323
居酒屋 一将
一将特製もつ煮2424
菓子司　三河屋
いちごミルク2525
星川横丁 居酒屋 がり家
がり家のからあげ2626
御菓子司　花扇
ビックリ揚げ団子2727
鶏の唐揚げ専門店　山田屋
山田屋の唐揚げ2828
居酒屋　む幻や
蔵出しメガ盛りからあげ2929
アリュール
メガ盛り五目やきそば3030
串ＺＥＮ　廣吉
Me Source Da Men（ミ ソース ダ メン）3131
そば処　木村屋
けんちんうどん3232
ウスキングベーグル
すげー！焼きまんじゅうの味がする。特選みそぱんベーゴー3333
ミート＆チーズ  バル  零じ屋
チキチーデミロール（温玉付）3434
手打ちうどん　こんこ屋
魚介豚骨うどん（かけ）3535
ダイニングバー　マミー
ブラジルコロッケ･コシーニャ3636
熊谷つくね横丁　炭じろう
チーズin鶏メンチ3737

くまが屋
オブ・ザ・イヤー 2017

くまが屋
オブ・ザ・イヤー 2017

くまが屋
オブ・ザ・イヤー 2017

物産・甘味処
「くまが屋」コーナー

物産・甘味処
「くまが屋」コーナー

味のイサム
元祖ぶたから11

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

糸魚川うまいもん会
糸魚川ブラック焼きそば22
山越精肉店
ゼリーフライ33
インどり屋
そうからあげ44
（株）ＢＡＮＩＯ
川口麦味噌パンチ焼き55
公認・富士宮やきそば　マルコ
富士宮やきそば66
ほたかや
上州沼田名物焼まんじゅう77
インド料理ラジュモハン
キーマカレーライス  キーマカレーパン88
東京・下北沢名物 ニックンロール
肉巻きおにぎり99
滑川のっけうどん研究会
のっけうどん1010
北本トマトカレーの会
北本トマトカレー1111
味一番
焼餃子1212
やきとり番長
美味だれ焼き鳥1313

市外グルメコーナー

市外グルメコーナー

昭和元気ホルモン　宝屋
熊谷ホルモン（トロモツ焼き）11
炭火焼肉ホルモン焼　よしまさ
熊谷ホルモン（ミックスホルモン）22
HOMES CANTINA.
熊谷ホルモン（塩バジル焼き）33
気仙沼ホルモン同好会
気仙沼ホルモン44
みやのかわ商店街振興組合
秩父ホルモン55
高崎ほるもん達磨
高崎ほるもん66
厚木シロコロホルモン探検隊
厚木シロコロホルモン77
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ご当地ホルモン大集合
in熊谷

ご当地ホルモン大集合
in熊谷

雪
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特別出展コーナーでは、熊谷市妻沼が舞台のグライダー漫画「ブルー
サーマル」の作者・小沢かな先生のサイン会が開催されます。また上
田市観光物産PRコーナー、森林公園PRコーナーでは物産品の販売や
初夏から夏にかけての観光イベント情報もおとどけいたします！

・「ブルーサーマル」サイン会テントにて、
コミックス最新巻第４巻を購入された方
に参加券をお渡しします。（お一人様１冊）
・販売は午前１０時３０分から開始します。
（50名限定）
・時間の指定はできません。
・サイン会は各回２５名の合計５０名です。

と き ところ

ご当地ホルモン大集合in熊谷特別
企画

第7回

MC／長谷川ヨシテルさん MC／小林麗菜さん
熊谷市出身：歴史タレント、作家 熊谷市出身：女優、タレント

ご当地キャラも

大集合！
ご当地キャラも

大集合！

10:00
～15:00
10:00
～15:00

信州上田おもてなし武将隊

忍城おもてなし甲冑隊

チアダンス  Rapora

タヒチアンダンス
 Moana ahe

ニャオざね えんむちゃん

コバトン さいたまっちりんちゃん

第4巻
発売記念

①11:00～
②13:00～

開始時間①11:00～
②13:00～

開始
時間

グライダー漫画「ブルーサーマル」の作者

小沢かな先生サイン会

参加方法

○小沢かな／新潮社　月刊コミック
＠バンチにて好評連載中！
c

○小沢かな／新潮社　月刊コミック
＠バンチにて好評連載中！
c

第4巻
発売記念

1,000円以上お買い上げの
お客様にみそおでん（6本入）を
1袋サービス

熊谷唯一の酒蔵です。
地元米で造った清酒や
酒粕、地元企業や大
学と共同開発した梅酒
や清酒は正に熊谷の
味。

営業時間  9:00 ～ 18:30
定 休 日  日曜、祝日☎048-532-3611

権田酒造（株）

熊谷市三ヶ尻1491

77

昔ながらの製法を守り
新しい物も取り入れ、
素朴で懐かしい味をお
届けします。ソフトア
イスも販売します。

営業時間  9:00 ～ 18:00
定 休 日  木曜☎048-521-5770

小島製菓

熊谷市銀座6-5-25

1313

創業1765年の老舗紅
葉屋が誇る熊谷銘菓
の五家宝。伝統の味
をぜひどうぞ。

営業時間  8:00 ～ 17:00
定 休 日  土曜、日曜☎048-521-0376

紅葉屋本店

熊谷市佐谷田3247

22

伊豆大島産の天草使
用のおいしいところ天
とこんにゃく切りおと
し、ゆず入りこんにゃ
くのサービス販売。

営業時間  8:00 ～ 19:00
定 休 日  日曜☎048-521-2040

まるはし商店

熊谷市円光1-1-5

88昔からお馴染みの市
内の老舗の４店です。
バラエティーなお菓子
揃えました。ご来店お
待ちしております。

66

小麦の名産地熊谷の小麦を
使って希少な小麦焼酎を造
りました。華やかな香りとさ
らりとした口当たりでほんの
り甘い味わいをお楽しみい
ただけます。

営業時間  8:00 ～ 21:00
定 休 日  日曜☎048-521-1009

（株）近江屋酒店

熊谷市肥塚4-7

1111 熱い熊谷を爽やかなド
リンクで潤します！ハジ
ケル炭酸でサイコーな
ひとときを過ごせるの
はコカ・コーラだけ！

☎0800-919-0509
コカ・コーライーストジャパン（株）

熊谷市玉井6-1

1212ふわっとトロける生地のどら焼、香ばしい

営業時間  9:00 ～ 19:30
定 休 日  無休☎048-521-1167

植竹製菓

熊谷市鎌倉町117

99

地元熊谷産の原材料
を使用し、真心をこめ
て手作りで製造してお
ります。

営業時間 
火～金11:00 ～ 14:00
（土・日・祝日　11：00～14：30）
定 休 日  月曜

☎048-536-8799
こうなん農産加工倶楽部「なご味」

熊谷市樋春152

1414

自社農園産のささぎと
新潟もち米使用のお
赤飯が、自慢の一品
です。

営業時間  9:00 ～ 17:00
定 休 日  不定休☎048-588-0315

(有)柳屋製菓舗

熊谷市妻沼台15-2

1010

地産地消の基本をもと
においしさぎゅっとつ

営業時間  9:00 ～ 15:00
定 休 日  八木橋百貨店様の定休日☎0493-39-1537

おおさと工房

熊谷市津田新田816

1616ラグビー関連の商品の和
菓子店です。二代目は認
定優秀和菓子職人として
頑張っており、お菓子の
事なら花扇と言われるよ
う、日々商品開発に親子
共々頑張ってます。冷し
甘酒も販売します。

営業時間  10:00 ～ 18:30
定 休 日  月曜☎048-526-0121

御菓子司　花扇

熊谷市中西3-15-15

1515

毎朝その日の気温に
あわせて手造りする
お団子、草餅、塩あ
んびんなどのほんも
のの味をお楽しみく
ださい。

営業時間  10:00 ～ 19:00
定 休 日  月曜☎048-521-1213

はせ川製菓店

熊谷市本町1-236

44猫の手『にゃドレーヌ』、
ハート『めぬマドレー
ヌ』。棒に肉球マーク
が出たら当たり、もう
１本。チョコバナナも
あります。

営業時間  9:00 ～ 19:00
定 休 日  月曜☎048-588-0164

(有)清月堂

熊谷市妻沼1448-1

33熊谷産小麦を使用した製
品をオリジナルで商品化
しています。設立１０年を
記念して腸内フローラを
活性化する「マーブル・
フローラ・サブレ」を新発
売！１日１枚１兆個１６種
類の乳酸菌がとれます。

営業時間  8:00 ～ 17:00
定 休 日  土曜、日曜

☎048-521-7801
認定NPO法人 くまがや小麦の会

熊谷市中奈良1797-1

11

おかげ様でちーず大
福発売11年。これか
らも「見てたのしい！た
べておいしい！！」そんな
お菓子をつくっていき
ます。

営業時間  8:00 ～ 19:00
　（日・月　8：00～18：30）
定 休 日  無休☎048-588-0102

さわた

熊谷市妻沼1416

55

昨年の大河ドラマ「真田丸」で名実共に全国区
となった長野県上田市。今年もまた人気の真
田十勇士グッズや農産物加工品等の販売をはじ
め、初夏のイベント、グルメ、温泉など上田の
魅力満載の観光情報をおとどけします。「信州
上田おもてなし武将隊」やご当地グルメ「美味だ
れ焼き鳥」（市外グルメコーナーにて出店）も応
援にかけつけます！是非お立ち寄り下さい！！
信州上田観光物産PRコーナー
上田市観光課

11

11 22

☎0493-57-2111

森林公園キャラクター「りんちゃん」が会場に登
場！記念撮影など触れ合ってください！！公園
では巨大じゃぶじゃぶ池「水遊び場」がオープ
ン！ファミリーで楽しく水遊
びを！！バーベキュー食べ放
題も開催中です★

国営武蔵丘陵森林公園

埼玉県比企郡滑川町山田1920

22

次郎庵 栄寿堂
（有）梅月堂本舗 コッペリア
ラッキーベーカリー
出川製菓

熊谷市箱田1-6-8
熊谷市宮町2-140-3
熊谷市筑波3-39
熊谷市末広1-67
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くまが屋・オブ・ザ・イヤー 2017

市外グルメコーナー

ご当地ホルモン大集合in熊谷
で

スタミナUP！
で

スタミナUP！

あなたの1票が熊谷の
ベストフードを決める！
・本部テント横の投票所で「碁石」を配ります
・美味しかったお店、応援したいお店、
 これぞ熊谷！というお店に投票してください
・投票はお一人様１票です
・投票時間は午前10時から午後2時までです

C 熊谷市

熊谷では市内に食肉加工場があり新鮮なお肉が手に入ることから、古くから多くのホルモン焼のお店がしのぎを削ってきまし
た。現在も市内にはそれぞれの特徴を活かした専門店が多数営業しており、市民の胃袋を満たしてくれています。今大会も特
熊谷では市内に食肉加工場があり新鮮なお肉が手に入ることから、古くから多くのホルモン焼のお店がしのぎを削ってきまし
た。現在も市内にはそれぞれの特徴を活かした専門店が多数営業しており、市民の胃袋を満たしてくれています。今大会も特

ミックス
からあげ弁当
100円引き

トッピング
一品サービス
（豚バラ肉以外）

ベーグル３個以上お買い上げで、
全粒粉100％シナモンロールを1つサービス

肉厚三元豚
カツカレー
200円引き

からあげ全種類
10％オフ

トマトソースの
ピザorハチミツ
チーズのピザ
100円引き（単品）

ホルモンの味付けに新し
い提案を。国産の豚ホル
モンにバジルを絡めた味
付け。さぁ～レモンを搾っ
て召し上がれ。

営業時間　17:00～24:00
　　　     （日曜日は～22:00）
定休日　　無休

☎048-522-6326
HOMES CANTINA.

¥400

熊谷市筑波3-143

熊谷ホルどん
熊谷B級グルメ選手権グ
ランプリ受賞の熊谷ホル
どん！おなじみの味は知
らなきゃ損！本当に美味
しいよ！

営業時間  11:00 ～ 16:00
定 休 日  月曜☎048-532-4546

満願堂
¥400

熊谷市新堀942-2

2121

がり家のからあげ
熊谷産の小麦粉を使った
がり家のからあげ。どこ
よりも美味しく、一度食
べたらクセになることま
ちがいなし。

営業時間  17:00 ～ LAST
定 休 日  月曜☎048-522-7444

星川横丁 居酒屋 がり家
¥400

熊谷市星川2-64　栗原ビル１階

2626

八百屋さんのヤキソバフライ
野菜肉やきそばをフライ
で包みました。昔なつか
しい味を楽しんでネ。

営業時間  9:30 ～ 18:00
定 休 日  日曜☎0493-39-3577

福智商店
¥400

熊谷市小八林2738-2

2020

豚肉のイタリアントマト煮込み
特製トマトソースと豚肉
をジューシーに煮込みま
した。ジータの人気メ
ニューです。

営業時間 
日～木17：30～翌0:00
金・土・祝前日17:30 ～翌2:00
定 休 日  無休

☎048-527-5577
ラ・ベットラ・ダ・ジータ

¥500

熊谷市筑波2-49-6

55

けんちんうどん
出汁をとる鰹節は店で削
ることでつゆは風味豊か
な仕上がりに。麺は熊谷
の地粉「あやひかり」を使
用しています。野菜たっぷ
りのけんちんうどんでご賞
味ください。

営業時間  11:00 ～ 20:00
定 休 日  日曜☎048-522-1867

そば処　木村屋
¥400

熊谷市筑波2-20

3232

にんにくからあげ
熊谷産の小麦粉を使った
からあげです。中はもっ
ちり！！外はカリカリの
ジューシー唐揚げです！！

営業時間  10:30 ～ 20:30
定 休 日  無休☎048-598-6397

元気ダマ亭
¥400

熊谷市宮町2-152

1414

蔵出しメガ盛りからあげ
国産鶏を国産にんにくと
国産しょうがを使った秘
伝のタレに漬け込んだ唐
揚げです。

営業時間  16:00 ～ 22:30
定 休 日  月曜☎090-2204-7637

居酒屋　む幻や
¥500

熊谷市本町2-41

2929

一将特製もつ煮
熊谷の食肉センター工場
長推薦の豚ホルモン大腸
を使用したもつ煮は一度
食べたらやめられませ
ん。

営業時間  17:30 ～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-511-0049

居酒屋 一将
¥400

熊谷市戸出879-2

2424

石窯焼きピザ
熊谷地粉で作った生地をの
ばし地元野菜などをトッピ
ング、高温の薪窯で一気に
焼き上げる本格ピザです。

営業時間 
ランチ（月～金）11:00 ～ 15:30
ディナー（火～土）18:00 ～ 21:30
定 休 日  日曜

☎048-526-0189
ピッツァプリマヴェーラ

¥500

熊谷市石原631-13

1919

魚介豚骨うどん（かけ）
お馴染み魚介豚骨うどん
の「かけ」バージョン！濃
厚スープに絡んだ地粉う
どんが絶品！

営業時間  11:00 ～ 15:00
定 休 日  火曜、第1,3月曜☎048-598-8829

手打ちうどん こんこ屋
¥300

熊谷市肥塚1392-8

3535

やきとり
笑顔と元気なやきとり。
秘伝のたれでうまい！！

営業時間  11:00 ～ 15:00
）制約予全完（  　　　   

定 休 日  月曜☎048-588-0117
天王店

5本 ¥500

熊谷市 和田848

33

雪帽子
地元熊谷産の原材料を
使用し、真心をこめて手
作りで製造しておりま
す。

営業時間  11:00 ～ 14:00
（土・日・祝日11:00 ～ 14:30）
定 休 日  月曜

☎048-536-8799
こうなん農産加工倶楽部「なご味」

¥300

熊谷市樋春152

99

いちごミルク
こだわりの苺ミルクソー
スをたっぷりかけた雪く
まです。今年の夏も暑い
熊谷で、雪くまをお楽し
みに！

営業時間  9:00 ～ 19:00
 ）00：81～00：9日祝・日（ 
定 休 日  火曜☎048-522-1691

菓子司　三河屋
¥400

熊谷市宮町2-4

2525

火モツ
自家製の辛みそと、ブリ
ブリのモツを火のように
熱くうま辛く煮込みまし
た！

営業時間  17：00～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-522-7788

大衆酒屋 つの☆いち
¥400

熊谷市筑波2-109

1515

Me Source Da Men
店舗で使用している自家
製串揚げソースに味噌と隠
し味を足し作り上げた、今
までにない焼きそばです！

営業時間 
火～木・日17:00 ～翌0:00
金・土17:00 ～翌1:00
定 休 日  月曜

☎048-594-8498
串ZEN　廣吉

¥400

熊谷市筑波3-53 ダイコー第2ビル1Ｆ

3131

ブラジルコロッケ･コシーニャ
熊谷で世界各国の母の味を満喫。
コシーニャとはブラジルの家庭料理。
ポテトの中にツナやチーズの入った
子供も大人にもウケ抜群のひと品！

営業時間
火～木19:00 ～翌3:00
金・土・祝前日19:00 ～翌5:00
日19:00 ～翌1:00
定 休 日  月曜

☎048-598-6688
ダイニングバー　マミー

5個入り ¥300

熊谷市弥生二丁目9

3636

山田屋の唐揚げ
きんまるしょうゆ（熊谷）
含む三種類のしょうゆを
使用した絶品の唐揚げを
どうぞご賞味ください。

営業時間  11:30 ～ 14:00
　　　　  15:30 ～ 20:00
定 休 日  不定休☎048-577-4443

鶏の唐揚げ専門店　山田屋
¥300

熊谷市広瀬263-1

2828

イチゴレアチーズ
熊谷B級グルメ大会第3
回、第4回３位だった雪
くまイチゴレアチーズで
今度こそ優勝目指してリ
ベンジします。

営業時間  9:00 ～ 19:30
（雪くまの販売11:00 ～ 18:00）
定 休 日  火曜☎048-532-7242

シノン洋菓子店
¥400

熊谷市新堀954-1

2222

山芋チュロス・アイスクリーム
妻沼産の山芋を使って
作ったチュロスはしっと
りフワフワ。揚げたての
チュロスとアイスクリー
ムのマリアージュ。

営業時間  17:00 ～翌0:00
定 休 日  無休☎048-527-3729

牛たん　響や
¥300

熊谷市星川2-59

1212

仙台牛すじ煮込みカレー
A５ランク仙台牛を贅沢
に使って出汁をとり２０
種類以上のスパイスを独
自に配合。究極のビーフ
カレーの完成です。

営業時間  17:00 ～翌0:00
定 休 日  月曜☎048-594-9920

炭火ダイニングココロ
¥400

熊谷市久保島2300-1

2323

ねぎみそビフテキ丼
ピリ辛のねぎみそを炭焼
きビフテキにかけ、どん
ぶりにしました。炭の香
りとピリ辛ねぎみそのベ
ストマッチ！！

営業時間  11:30 ～ 14:30
              17:00 ～翌0:00
定 休 日  不定休

☎048-526-2612
市場の食卓 ブッチャーズハウス

¥700

熊谷市筑波二丁目54オーキッドビル2Ｆ

1313
青山カレー工房のカレーう
どん登場！カレー専門店が
腕をふるった「華麗なる」味
わいをお楽しみください。

営業時間  11:30 ～ 20:00
定 休 日  月曜（祝日を除く）☎048-598-8091

青山カレー工房
¥300

熊谷市銀座2-10-2　アネックス銀座1Ｆ

1616

メガ盛り五目やきそば
栗田麺は多加水麺でモチ
モチ超太麺！！７種の野
菜とキクラゲを使い４種
のソースで仕上げた五目
焼きそばです。

営業時間  20:00 ～翌1:00
定 休 日  日曜☎048-522-3977

アリュール

メガ盛 ¥400
超メガ盛 ¥500

熊谷市弥生1-31-1

3030

ふるさとの雪どけ
沖縄の黒糖と甘さ控えめ
のあんとミルクの調和さ
れた昨年同様ふんわり食
感の雪くまです。

営業時間  9:00 ～ 15:00
定 休 日  八木橋百貨店様の定休日☎0493-39-1537

おおさと工房
¥400

熊谷市津田新田816

1717

ビックリ揚げ団子
今回は団子にスポットを
あててみました。団子を
しょうゆにつけグラ
ニュー糖をかけて揚げま
した。とても美味しくな
りました。

営業時間  10:00 ～ 18:30
定 休 日  月曜☎048-526-0121

御菓子司　花扇
1本 ¥120

熊谷市中西3-15-15

2727

メキシコ料理 やみつきビーフタコス
アメリカ帰国後店主が熊
谷初のタコス店オープ
ン。「熊谷食本」ほかJ：
COMTVでも紹介！お勧
めはビーフタコス！

営業時間  17:00 ～ 22:00
定 休 日  日曜・祝日

☎048-521-1533
Mexican Dining Hana-Hana

¥500

熊谷市大原1-23-12

44スペシャルぶっかけ
讃岐うどんがカルボナー
ラ風パスタへ変身！！自
家製麺たけむらスペシャ
ルぶっかけを、ぜひご賞
味ください。

営業時間  7:30 ～ 14:00
休市日・日曜9:00 ～14:00
定 休 日  第二・四日曜☎048-527-8839

讃岐うどん たけむら
¥400

熊谷市佐谷田1422熊谷青果市場内

22

ねぎどっさりもつ煮込み
臭みがなく柔らかい皆に
大人気のもつ煮込みで
す。味がしみ込んだもつ
煮を深谷ネギたっぷりで
どうぞ！！

営業時間
日～木17:00 ～翌0:00
金・土・祝前日17:00 ～翌2:00
定 休 日  年末年始

☎048-522-9449
ハッピー酒場 金ちゃん

¥400

熊谷市弥生2-62

1111

ピリ辛ハーフチキン
外はカリッ！中はジュー
シー！お子様からご年配
の方まで食べられるピリ
辛味に仕上げています。
ぜひお試しください！

営業時間  10:00 ～ 19:00
定 休 日  日曜☎048-521-0811

鳥末本店
¥200

熊谷市鎌倉町154

1818

芝エビのマヨネーズ和え
紅龍オリジナルのソース
は甘くてやみつきになる
こと間違いなし。エビも
プリプリなのでぜひ食べ
てみてください。

営業時間  17:30 ～翌5:00
定 休 日  年中無休☎048-524-4546

中華居酒屋　紅龍
¥500

熊谷市星川2-81　中村写真館1Ｆ

77

チキチーデミロール（温玉付）
とろけるチーズ！デミグラ
スチキン！パリパリ春巻！
温玉をディップでより美
味しい。

営業時間  11:30 ～ 14:00
              17:30 ～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-577-7563

ミート＆チーズ  バル 零じ屋

熊谷市筑波2-38-2 三和ビル1Ｆ

3434

アメリカンチキンレッグ
インパクト大のチキン
レッグを当店オリジナル
の味付けで提供。

営業時間
月～土 ランチ11：00～15：00
ディナー 18：00～翌0：00
日ディナー 18：00～翌0：00
定 休 日  木曜・第三水曜

☎048-598-5955
Leposiny cafe

¥400

熊谷市拾六間1008

66

豆腐田楽
炭火でじっくり焼き上げ
た、風味豊かな焼き豆腐
に特製田楽味噌をたっぷ
り乗せて仕上げた豆腐田
楽です。

営業時間  8:00 ～ 19:00
定 休 日  正月１日～４日☎048-588-1548

丸橋食品
1本 ¥150

熊谷市西野8-6

1010

生キャラメルちゅうちゅうプリン
I have a ちゅうちゅうプ
リン　I have a 生キャラ
メル　ウー　生キャラメ
ルちゅうちゅうプリンス
トローで！？

営業時間  9:00 ～ 19:00
定 休 日  月曜☎048-588-0164

（有）清月堂
¥200

熊谷市妻沼1448-1

88

すげー！焼きまんじゅうの味がする。
特選みそぱんベーゴー

もっしも「みそぱんベーゴー」負けた
なら、電信柱に花が咲き、焼いた
さんまが泳ぎだす、泳ぎだす。ご
来場の皆様、投票お願い致します！

営業時間  10：00～ 19:00
定 休 日  日曜・月曜不定休☎048-522-7717

ウスキングベーグル
¥230

熊谷市筑波1-175-3

3333

チーズin鶏メンチ
国産地鶏の挽肉をジュー
シーに揚げ、チーズを中に
入れました。あっさりジュー
シーな一品をご賞味あれ！！

営業時間  11:30 ～ 14:00
 　　       17:00 ～翌0:00
定 休 日  日曜☎048-526-8330

熊谷つくね横丁 炭じろう
¥200

熊谷市筑波1-14-3

3737

エビイカ春巻
パリッ！サクッ！プリッ！
昨年大好評！当店人気
№１ながーいエビイカ春
巻！今大会特別価格！お
試しあれ！

営業時間  11:30 ～ 14:00
 　　　　 17:00 ～ 23:00
定 休 日  日曜・祝日☎048-577-3773

中華食堂　睡蓮
1本特別価格 ¥200

11

熊谷ホルモン（トロモツ焼き） 熊谷ホルモン（塩バジル焼き）
宝屋名物のトロモツ焼き
は当店独自製法のもつと
深谷ねぎに相性抜群なタ
レを絡めた一品となって
います。

営業時間  17：00～23：30
定 休 日  無休

☎048-599-3090
昭和元気ホルモン 宝屋

¥400

熊谷市筑波3-48

11
新鮮な肉にこだわった炭火
焼。伝統の熊谷スタイルピリ
辛だれ。カシラ、モツ、タン
をご用意。ぜひご賞味あれ。

営業時間  16:00 ～ 23:00
定 休 日  月曜

☎048-526-2929
炭火焼肉ホルモン焼　よしまさ

¥400

熊谷市宮本町240-9

22

厚木シロコロホルモン
厚木市の街おこしとして
ボランティア団体で活動
しています。

☎046-221-0409
厚木シロコロホルモン探検隊

¥400

神奈川県厚木市栄町2-10-6小野塚商店内

33 気仙沼ホルモン
「食」を通じて街にＰＯＷ
ＥＲを！豚モツに味噌ニ
ンニクの独自の味付けは
港町気仙沼のソウルフー
ドです。

☎0226-22-3013
気仙沼ホルモン同好会

¥500

宮城県気仙沼市本郷8-15 株式会社蘭内

44

秩父ホルモン
庶民のスタミナ源として
戦後まもなく誕生、今も
市民の胃袋をつかんでは
なさないソウルフード。
パンチの効いたニンニク
だれが秩父ホルモンの特
徴です。

☎0494-22-0186
みやのかわ商店街振興組合

¥400

秩父市宮側町2-15

55 高崎ほるもん
国産豚ほるもんと特製味
噌だれの相性が抜群。驚
くほどのやわらか仕上げ
でお子様からお年寄りま
でお召し上がりやすい逸
品です。

☎0277-32-3250
高崎ほるもん達磨

¥500

群馬県みどり市大間々町大間々466-11

66 77

元祖ぶたから
創業昭和47年日本で唯
一豚の唐揚げが食べられ
るお店。羽生市推奨品。
〈一子相伝〉秘伝の味を
ぜひご賞味ください。

営業時間  11:30 ～ 21:00
定 休 日  木曜
    　　　イベント出店時☎048-562-1250

味のイサム
¥500

羽生市須影108

11 糸魚川ブラック焼きそば
日本海で獲れた新鮮なイ
カとイカスミを使用。ソー
ス味の焼きそばの上にふん
わり卵がのった風味豊かな
美味しい焼きそばです。

☎025-552-1742
糸魚川うまいもん会

¥500

新潟県糸魚川市大町1-7-11

22 ゼリーフライ
大人気の行田のご当地
グルメ。衣のないコロッ
ケのような見た目で、お
からやジャガイモなど食
物繊維が豊富でヘル
シー。

営業時間  10:00 ～ 18:00
定 休 日  日曜、祝日☎048-555-3927

山越精肉店
1枚 ¥100

行田市長野3-7-32

33 そうからあげ
からあげの衣に草加せん
べいをブレンド。外はパ
リカリ、中はやわらか
ジューシーな絶品からあ
げです。

営業時間  11:00 ～ 21:00
定 休 日  不定休☎048-945-7533

インどり屋
¥500

草加市高砂2-10-21

44

川口麦味噌パンチ焼き
川口特産の麦味噌を使用
したパンチのきいた辛味
噌豚串をご賞味下さい。

☎048-297-3097
（株）BANIO

¥500

川口市差間59-14

55 富士宮やきそば
世界遺産富士山の恵みが
たっぷり本場本物の富士
宮やきそば。麺許皆伝書
を授かった焼手がつくり
ます。

☎048-555-0799
公認・富士宮やきそば　マルコ

¥400

行田市矢場1-7-14

66 上州沼田名物焼まんじゅう
ふわふわもちもちの生地
に、秘伝のみそだれを
ぬって焼き上げる。群馬
を代表するソウルフード
焼まんじゅう。

営業時間  9:00 ～ 17:00
定 休 日  日曜☎0278-24-0337

ほたかや
1本 ¥250

群馬県沼田市下久屋町718

77 キーマカレーライス
キーマカレーパン

キーマカレーライス
キーマカレーパン

TV「アド街」新聞等で紹
介。遠方からのリピー
ター続出！インド人シェ
フが日本人好みの味に仕
上げています。

営業時間  11:30 ～ 14:30
　　　　  17:00 ～ 20:00
定 休 日  水曜（祝日営業）☎0493-74-5220

インド料理ラジュモハン
¥200
¥300

比企郡小川町大字腰越646-3

88

肉巻きおにぎり
下北沢名物！ニックン
ロール。国産にこだわっ
た無添加・手作りの肉巻
きおにぎりです。

営業時間  12:00 ～ 21:30
定 休 日  不定休

☎070-5579-9897
東京・下北沢名物 ニックンロール

¥400

世田谷区北沢2-14-15

99 のっけうどん
「好きなものをのっけて、
混ぜてたべる」それが
『のっけうどん』。今回は
ピリ辛の肉味噌をのっけ
た台湾まぜそば風。

滑川のっけうどん研究会
¥500

比企郡滑川町土塩554-1

1010 北本トマトカレー
北 本 市 産 のトマトを
ルゥ・ライス・トッピン
グに使用したトマトづく
しのおいしいカレーライ
スです。

☎048-591-4983☎0493-81-6762
北本トマトカレーの会

¥500

北本市中丸10-86

1111 焼餃子
こだわりは、もっちもち
の自家製皮！餡には干し
貝柱と自家製合わせ味噌
を加えているのが特徴。

営業時間  11:00 ～ 20:00
定 休 日  不定休☎028-633-0634

味一番
5個 ¥300

栃木県宇都宮市馬場通り2-3-12 MEGAドン・キホーテ ラパーク宇都宮店B1

1212

美味だれ焼き鳥
信州上田発祥の食「ニンニク
醤油だれ」＝「美味だれ」を
かけて食べるのが上田流。
超日本品質にこだわり全て
が国産。信州上田の名物店
が今年も参戦！番長の本気
ご覧あれ！

営業時間
平日17：00～ 22：30
土日12：00～ 22：00☎0268-26-1818

やきとり番長®

®

¥500

長野県上田市天神1-1

1313

トマトソース、
ハチミツチーズ

ミ ソース ダ メン

1本 ¥200
温玉付 ¥300

1ドリンク
サービス

生ビール
100円引き

雪くま
50円引き

クーポン1枚につき
雪くま1杯50円引き

宴会予約の場合、
飲み放題１時間延長

全品
10％OFF

生ビールor
角ハイ1杯
サービス

ハイネケンの生ビール
１杯サービス

1ドリンク
サービス

1ドリンク
サービス

500円までの
ファースト
ドリンクサービス

1ドリンク
サービス

4,500円（飲み放題
2時間付）コースが
お一人様3,800円に

雪
くま

雪
くま

雪
くま

雪
くま

 ホームページ 
 horumone.jp

みそポテト、しゃくしな
漬など秩父名物も販売
いたします。

 ホームページ 
 takahoru.jp

熊谷ホルモン（ミックスホルモン）

今大会
特別価格
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