故郷への土産品として
開発。問屋を通さずラ
ベルやデザインも自社
で企画し低価格を実現

榎本染工 えのもとせんこう

あづまやべいか

048-996-4080
P15A3
花桃を模した煎餅、江戸の静花「は
なもも」65g250円を販売。K八潮市
西袋1394kTX八潮駅から車で7分J8
～17時 i日曜p5台

048-996-3824
P15A3
染物を使った風情ある浴衣地うちわ
1404円。K八潮市中央4-13-11kTX
八潮駅から車で8分J9～17時i土・
日曜、祝日p2台

とんかつ串亭 とんかつくしてい

八潮産の小松菜を白餡
に混ぜ、白玉粉を使っ
た求肥で包んでいる。
箱入りは5個770円

右川ゴム製造所

うかわごむせいぞうじょ

048-995-4637
P15B2
厳選素材から作る小松菜メンチカツ
は 2 個 500 円。 K 八 潮 市 緑 町 1-217kTX八潮駅から車で7分J11時30
分～14時、17～21時i日曜p4台

048-995-7481
P15A3
Pon-Pon massager miniシリーズ
1296円～を販売。K八潮市大曽根
290kTX八潮駅から車で8分J8時30
～17時30分i土・日曜、祝日pなし

る・菓壇 八潮本店

大山畳店 おおやまたたみてん

る・かだん やしおほんてん

⇒P11・15参照

048-996-8469
P15B3
衝撃吸収に優れ水拭きできる、リフ
ォーム畳一帖30240円～。K八潮市木
曽根684-1kTX八潮駅から車で5分
J8～17時i不定休p2台

八潮市ふれあい農産物直売所

やしおしふれあいのうさんぶつちょくばいじょ

⇒P5・15参照

酒市場ヤマト八潮南店

竹鈴堂

さけいちばやまとやしおみなみてん

048-998-5253
P15B3
県産の「さけ武蔵」と天然水のみで醸
す八潮の獅子純米酒は1800㎖2057円。
K八潮市八潮4-8-10kTX八潮駅から
車で4分J10～20時i無休p10台

H
やしお花桃ビール
（発泡酒）
310㎖410円

八潮市の花、花桃のエ
キスが入ったほんのり
桃色とやさしい味わい
の無濾過エール

D

1個350円

ナン生地使用のもっちりナンに
枝豆入りの特製カレーフィリン
グで食べごたえバッチリ

P15B3

竹炭ぱうだー20g 1080円など竹炭を
使った製品を販売している。K八潮
市二丁目82-1kTX八潮駅から車で7
分J9～17時i日曜pなし

1個3240円～

小松菜ストラップ

54円～378円

立体パズルのような消しゴム。
細部までこだわったディテール
に海外の収集家もいるほど

八潮市特産の小松菜を
模した携帯ストラップ。
リアリティを追及し１
個１個手造りで製作

E

C

F

焼酎 文化財 太田屋

ポテトチップ

八潮市史跡保存会と共同で
制作した焼酎。厳選した麦
を50%磨き雑味のない香
りのよい一品

生のジャガイモと沖縄
の焼き塩と植物油のみ
を使用し、ジャガイモ
の味が生きている

145g200円

草加本焼

18袋入り2160円

米を丸粒のまま蒸した煎餅や、
蜜づけした煎餅など、素材・製
法にこだわった6種類の煎餅

F

6枚×9袋入り1080円
粗挽き大豆を生地に練
り込み、青大豆粉をふ
んだんにまぶして枝豆
の味を再現している

小松菜どら焼

10個入り2204円

枝豆風せんべい

B

小松菜の粉末を生地に
練り込み、自家製のつ
ぶ餡入り。小松菜の色
と風味が生きている

ファンクタブルPlate

J

沖縄県産黒砂糖と八潮
市特産白玉粉を入れた
もちもちの生地に、北
海道産小豆を使用した
まんじゅう

おもしろ消しゴム

1個800円

720㎖2500円

チタン素材を生かし、
独自開発の技法により
不思議な発色とおしゃ
れなデザインが特徴

杵茶まんじゅう

1個80円

I

K

G

ファンクタブル
Accessorirs

A

ちょっぴりインドな
枝豆カレーパン

local speciality &
recommendation
product guide

ちくりんどう

048-996-2009

※特産品・推奨品についての問合せは、八潮市商工会t048-996-1926へ

J

1個130円

八潮市商工会 認定！

720㎖1080円

⇒P7・15参照

つつ じ

やしお躑躅

パイ生地にカステ
ラを包み、中央の
ブルーベリージャ
ムがアクセントに
なっている

純米吟醸
八潮美人

蛙印染色工芸

A

1個145円

H

かえるじるしせんしょくこうげい

⇒P11・15参照

やしお粋
すぷれす

特産品 &
推奨品ガイド

八潮 牛たん屋 米州

やしお ぎゅうたんや べいしゅう

東屋米菓

A

048-999-0601
P15B2
食べて消臭犬のため30g1944円は歯
と腸に効果がある消臭製品。K八潮
市新町194-1kTX八潮駅から車で10
分J10～17時i日曜p5台

小松菜や枝豆を使った菓子や地酒、オリジナルの工芸品
など、八潮の特産品と推奨品をご紹介。
豊かなアイデアと職人技が光る逸品ばかり。

ジェイシーエヌ じぇいしーえぬ

1個4320円～

元祖八潮焼そば
200g300円

八潮市特産3品（ネギ、
小松菜、枝豆）を使い、
素材が引き立つよう塩
味に仕上げている

チタン素材を生かした
食器。量産機械を使わ
ず一点一点職人の手に
よって作られている

C
こぶしの一撃
ロシアンせんべい
10枚入り540円

こぶし型のせんべい10
枚中3枚は激辛！大人数
でロシアンルーレット感
覚で楽しもう

八潮ならではの
素材感を生かした
集めたくなる
商品を取り揃え
オリジナルの製品
おもしろ消しゴム
東京ハイウェイ八潮休憩所
HRD
STUDIO
∞40
K
J
I イワコー
とうきょうはいうぇいやしおきゅうけいじょ

048-997-3061

P15B3

和菓子や洋菓子、雑貨など地
元である八潮の特産品が揃う。
レストランや24時間営業のコ
ンビニも併設。K八潮市大瀬
849-1k首都高上り線八潮出入
口からJ7～20時i無休p64台
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八潮市

えいちあーるでぃー すとぅでぃお やしお

048-927-1100

P15A3

チタンを主体とした薬剤を使
用しない発色のアクセサリー
や食器、
自然木の判子などを製
造している。K八潮市西袋4281kTX八潮駅から車で14分J
13時～22時30分i月曜p3台

いわこー

048-995-4099

P15C4

昭和43年の創業以来、お寿司や
野菜など身近なアイテムのお
もしろ消しゴムを製造してい
る。K八潮市大瀬184-1kTX八
潮駅から徒歩15分J9～17時i
日曜、祝日p5台

日本酒や焼酎の
魅力を伝える

大久保屋
H おおく
ぼや
048-996-8333

P15B2

店主自ら全国の酒蔵に出向き
気に入った酒を仕入れている。
埼玉県内でも数軒という越乃
寒梅の正規販売店。K八潮市鶴
ヶ曽根2014kTX八潮駅から車
で7分J9～19時i日曜p3台

伝統を感じられる
壺に入った麦焼酎

太田屋
G おおたや
048-994-5406

P15B2

八潮市の文化財である太田家
住宅と蔵の移転時に多くの人
に知ってもらいたいと
「太田屋
（焼酎）
」
を制作した。K八潮市
八條3732kTX八潮駅から車で
10分J9～17時i日曜p10台

伝統の草加煎餅と
新商品も話題

・葵の倉
F 草加葵
そうかあおい・あおいのくら
048-996-3711

P15A2

大正5年（1916）の創業以来、
草加煎餅やオリジナルのせん
べい、あられ、和菓子を製造
販売している。K八潮市南後
谷668kTX八潮駅から車で10
分J9～19時i無休p5台

工場から即日発送
話題のポテトチップ

菊水堂
E き
くすいどう
048-995-5311

P15B4

昭和39年6月より製造を開始。
直火炊き連続チップフライヤ
ーで香ばしいポテトチップを
製造している。
K八潮市垳58k
TX八潮駅から車で7分J9～
17時i土・日曜、祝日pなし

お茶目なカレー屋さん

香ばしく味わい深い

八潮市産野菜たっぷり

一つ一つの菓子を

こだわりの煎餅
名物の焼きそばを
心を込めて作る
ちょっぴりインドな
D アジアン酒場きーCurry C せんべい茶屋本舗（東彰） B 八潮焼そばの会 A 菓子道楽 杵屋
ちょっぴりいんどなあじあんさかばきーかりー
せんべいちゃやほんぽ（とうしょう）
やしおやきそばのかい
かしどうらく きねや
048-998-3050

P15B3

お子様連れでも安心なお座敷
あり。ランチ880円～、夜は60
種類の梅酒が飲み放題。K八
潮市中央1-29-10kTX八潮駅
から車で8分J11時～14時30
分LO、17～23時i木曜p3台

048-931-2222

P15B1

原料には国内産うるち米を使
用、
さらに40年改良を重ねた醤
油ダレが風味とうまさを引き
立たせている。K八潮市八條
236-6kTX八潮駅から車で15
分J 9～18時i不定休 p5台

048-996-9398

P15B3

八潮市の素材を生かした焼き
そばを開発し、鶏や梵、
あるば
とろす、藤吉の3軒で食べられ
る。イベントなどにも登場。K
八潮市中央2-5-1（事務局）J10
～15時i日曜、祝日p なし

048-996-5498

P15B3

昭和47年の創業以来「正直にも
のをつくる」をモットーに安
全・安心な和菓子を製造販売
している。K八潮市八潮6-4-10
kTX八潮駅から車で7分J8時
30分～19時i不定休p3台

八潮市
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