手打ちそば
●てうちそば うきょう

兎京

048-951-0700

MAP P15B3

K八潮市大瀬6-89kTX 八 潮 駅 か
ら徒歩5分J11～
21時LOi月曜p
20台

溶岩窯で焼いた
もっちりパン

K八潮市大瀬5-15-17kTX八潮駅
から徒歩7分J7～18時i月曜、第
2・4火曜p4台

11

八潮市

サクサクに焼き上げたタルトやケ
ーキが人気のパティスリー。苺の
ミルフィーユ454円（上）
、ガト
ーショコラ432円などが人気。
K八潮市南川崎882ライツェントヴ
ォーネン1階kTX八潮駅から徒歩8
分J10～19時i水曜、
第3火曜p7台

一流パティシエが
焼きからこだわる

フランス人直伝のクロワッサン
170円（右）が自慢の店。自家製
牛肉カレーパン170円（左）
、シ
ョコラ170円もおすすめ。

MAP P15B3

毎日ランチメニュー

680円

好みのラーメンに一品
料理、ライス、サラダ
などが付くセット。写
真は台湾ラーメン＋油
淋鶏の組み合わせ

びっくり唐揚げ

1080円

オープン以来の人気メ
ニュー。唐揚げ1個の
スケールはもちろん、
大皿いっぱいにてんこ
盛りでだされる

牛たんシチュー&
ハンバーグ

1500円

特製デミグラスソース
でじっくり煮込んだ定
番メニュー。ご飯セッ
ト 250 円 ～ と 一 緒 に
オーダーしたい

MAP P15C3

K八潮市伊勢野111-1kTX八潮駅
から徒歩18分J11時30分～14時
50分LO、17時30分～20時50分i
不定休p17台

クラシック
ビーフパレット
1000円

コシの強い中太麺の上
に、シュラスコ、野菜、
焼きパイナップルなど
がのる珠玉の一杯。パ
イン酢をかけると美味

カラチの空

豊龍園

●からちのそら

●ほうりゅうえん

048-948-8589

048-933-9888

MAP P15A3

さまざまなメニューの組み合わせ
を楽しめる中国料理店。台湾まぜ
そば780円や台湾ラーメン380
円など、辛系メニューが定番。
K八潮市西袋582-1kTX八潮駅か
ら車で12分J11時～14時30分、
17～24時i無休p20台

⬅テラス席も備わり、心地よい
季節におすすめ ⬇採光たっぷ
りで明るい雰囲気の店内

MAP P15B3

本場のパキスタン料理が味わえる
食堂。本国出身のシェフが手がけ
る料理は、どれもスパイシーで一
度味わったら病み付きになる。

季節の野菜の
バーニャカウダ

1296円

地元の野菜を使ったヘ
ルシーな定番メニュー。
素材本来の味を引き立
てるソースに付けて味
わおう

K 八 潮 市 中 央 1-711kTX 八 潮 駅 か ら 車
で 8 分 J11 時 30 分 ～
23時30分i無休p5台

イタリア料理

フェリーチェ
●いたりありょうりふぇりーちぇ

048-995-1694

MAP P15A3

女子会にもおすすめのイタリア料理
店。パスタかピッツァをメインにし
たランチコース1080円～には、ス
ープ、サラダ、ドリンクが付く。

ランチAセット
648円

4種類のカレーから1
種類を選び、ナンまた
はライス、ミニサラダ、
ドリンクが付くリーズ
ナブルなセット

K八潮市大曽根300kTX八潮駅から
車で8分J11時30分～14時LO、18
～21時LOi月曜（祝日の場合は翌
日）
、火曜はランチのみ営業p12台

海の幸のトマト
ソーススパゲッティ
1782円

華やかな盛り付けと繊
細な味付けの人気メニ
ュー。ゴルゴンゾーラ
の ピ ッ ツ ァ 1296 円
（写真奥）もおすすめ

⬇店内では現地のテレ
ビ番組などが流れる

本場のカレーをはじめ
名物料理もずらり♪

MAP P15B4

●ぱてぃすりー ら きゅいっそん

ー カ リ ー

048-933-9361

Pâtisserie La cuisson
048-948-7245

048-948-7631

2017年4月にオープンした、油
そばが話題の店。シュラスコや焼
きパイナップルなど、丼にのった
素材の組み合わせが斬新。

石窯で焼くピッツァや
多彩なパスタが好評

ベーカリークローバー

●べーかりーくろーばー

K八潮市中央4-5-5kTX八潮駅から
車で10分J10～19時i火曜、第3
月曜p7台

＆ベ

K八潮市中央3-10-13kTX八潮駅
から車で8分J8時～18時30分
（土・
日曜、祝日は7時～）i月曜（祝日の
場合は翌日）
p10台

スマホなどからオーダーできるオ
リジナルの写真ケーキが話題の店。
けやき通りサブレ180円やショ
コラ・デュオ420円
（写真）
が人気。

イ ー ツ

MAP P15B3

MAP P15A3

シェアしたくなるほど
ボリューム満点！

⬅2種類のクリームを
詰めたシラコバト140
円は八潮市商工会認定
の推奨品

のス

048-997-7373

素材にこだわったベーカリー。ナ
ポリタンとカルボナーラのスタッ
フドバケット291円（下）
、ラウ
ンド食パンチョコ248円～など。

●はんでぃくらふと わーくす

まろやかな味わいのな
かにスパイシーさが際
立つ人気メニュー。小
松菜入りにすると八潮
市商工会認定の推奨品
になる

人 気

ユニークな
商品がずらり

アイデアパンが
ずらりと並ぶ
●べーかりーしまだ

Handicraft Works

864円

●る・かだん やしおほんてん

ベーカリーシマダ

K八潮市八條1616-5kTX八潮駅か
ら車で12分J11時30分～14時、
17時～21時30分i祝日にあたる月
曜p1台

牛すじカレー

る・菓壇 八潮本店
048-997-7777

MAP P15B1

さまざまなジャンルのグル
メ 店 が ひ し め く 八 潮 に は、
個性的な話題の店が数多い。
オープンしたばかりの店や
異国情緒あふれる店…、ス
イーツ＆ベーカリーの人気
店とあわせて紹介しよう。

のど越し抜群の
香り高いそばを

常陸秋そばなど、季節によって最
適なそば粉を使用し手打ちしてい
るそば処。メニューはそばを中心
に、季節限定もある。

048-997-3953

アメリカの有名ミュージシャンに
寿司を握ったことがある料理人が
腕を振るう食事処。ランチは牛た
んを使ったメニューが充実。

⬇

米州

●やしお ぎゅうたんや べいしゅう

るるぶ探検隊が取材しました！

八潮 牛たん屋

洗練された雰囲気のカウンタ
ー席がおすすめ ⬅さりげなく
配されたインテ リ ア も お し ゃ れ

良質のそば粉を使いなめ
らかな二八そばに仕上げ
ている。天ぷらの衣は薄
くし素材本来のうま味を
引き出している

素材や盛り付けにこだわり
華やかなパレットのよう

天せいろ 1500円

Recommended Gourmet & Sweets

厳選した素材を使った
お値打ちメニュー

➡民芸調の店
内には座敷な
ども備わる

チキンピリヤーニ
972円

パキスタンではスタン
ダードな米料理。本場
の辛さなので、ヨーグ
ルトソースをかけてマ
イルドに味わおう

八潮市
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