東松山市は人と人のつながりが
すごく温かいまちなのかな。一
回来てくれた方が誰かを連れて
きてくれたりとか、そういうのが
いいなぁと思います

●はなすごろく

t 0493-34-6630 MAP

花ス五六

和菓子店ならで は の
秀逸な お こ わ

VERDURA
P11B4

ランチタイムにはいつも満席という
人気店。地元産など素材にこだわ
り、焼きたてのピッツァやパスタ、
アラカルトにも定評がある。

家族連れやデートにも
K東松山市宮鼻38-3k高坂駅から徒歩 利用しやすい
15分J11〜16時、17時30分〜22時
n地元野菜のトマト
i無休p50台
ソース単品1000円
（ランチ）

オーナー
関口一也 さん

本格イタリアン を
カジュアル に

空き店舗補助 利用で
オープンしました！

店 名はイタリア語で﹁みんな

のピザ屋﹂という意味です︒みん

なで楽しめる場所をつくりたいと

いう思いで店を開きました︒

私自身が東松山市出身で︑い

ずれ実家の近くで店を持ちたい

というのが目標でした︒そこで︑

この辺りに詳しい知人に相談し

があることを教えていただきま

たところ︑空き店舗補助金制度

lキッチンではナポリの大
会で受賞経験のあるオー
ナーが腕を振るう

負担を減らしながら︑店舗をオ

K東松山市箭弓町1-5-2イズミビ
ル1階k東松山駅から徒歩2分
J11〜15時、17時〜22時30分i
月曜（祝日の場合は営業）pな
し

し た︒ 補 助 金 を 受 け た こ と で︑

店内には石窯があり、焼きたてのピッツァは絶品！シェフが
腕を振るうパスタやデザートを、ワインと一緒に楽しめる。

県外で修業中は︑東松山の商

香ばしく焼き上げられた
マルゲリータ1320円

ープンできました︒

P11C1

店街は少し寂しく感じていまし

t 0493-53-4313 MAP

たが︑実際は夜まで人の動きが

PIZZERIA PER TUTTI

多いです︒地元の方々から需要

●ぴっつぇりあ ぺる とぅってぃ

のある店造りを心がけています︒

いろいろな味を楽しめる
季節の前菜の盛り合わせ
660円〜（写真は2人前）

●べるどぅーら

t 0493-22-0817
MAP

P11C1

和菓子の老舗・富久
屋の直営店。大きく
窓がとられた開放的
な空間で、伝統の技
法で作られたおこわ
と甘味を味わえる。
K東 松山市 松 葉町1-1114k東松山駅から徒歩8
分J11時30分〜18時（平
日ランチ11時30分〜14時
30分）i不定休p4台

ベルドゥーラ ランチ
1815円

前菜、パスタ or ピッツァ、
選べるドルチェ、ドリンク、
パンが付く

テーブル席に座ると窓の
向こうに木々を望める

花ス五六御膳
1100円

高台にたたずむレストランやまちなかのカフェなど、
地元の人が足繁く通う名店が点在している。
どんなシチュエーションでも楽しめる
こだわりの空間でゆったりくつろごう。
東松山市應援團員
ボヨンボヨンさん
店がすごく
かわいくて、まさに
インスタ映え！

Kitchen cafe CRANBON

ビール 造りを
間近で見られる

t 0493-27-1892 MAP

企業の研修所として使われてきた建物をリノベー
ションし、2016 年に醸造所を東松山市に移転。自
然豊かな環境の中でクラフトビールを製造しており、
月に数回「コエドビール学校」も開催している。

K東松山市大谷1352k東松山駅から車で15分GJi「コエ
ドビール学校（工場見学）
」は日時・人数限定で実施。ホー
ムページで告知・受付（事前に要問合せ）p100台

P11B2

イギリスの古納屋をイメージしたカフェレ
ストラン。北海道直送の牛乳とバターを
使ったベシャメルソースたっぷりのグラタ
ンやドリアは自慢の一品。
mビールの科学
と文化を学ぼう

K東松山市松山2428-5k東松山駅から車で10
分J11時30分〜21時30分i水曜p50台
l木材やレンガを使った
温もりあふれる店内

東松山市應援團員
だいたひかるさん
●がーでんあんどかふぇ ぷらなす

本日のランチサービス
1089円

あつあつの状態で出され
るグラタンかドリアにサラ
ダ付き

Garden&Café Prunus
t 0493-81-5607 MAP

＋ 400 円
でランチに自
家 製 ケーキ
が付けられる

P11B2

緑の木々に囲まれた一軒家のカフェ。季
節の素材を生かしたランチをはじめ、ス
コーンやケーキなどをドリンクと一緒に楽
しめる。
K東 松 山 市 大 谷15
49-3k東松山駅から
市内循環バス大谷コ
ースで29分、畑中集
会所入口下車、徒歩
7分 J11〜16時 i 金
曜p30台

屋外には快適なテラス席もある

木々 に囲まれ
ロケーション抜群

ランチには新鮮野菜の
サラダが付いてお得

大きな桜の木が
あって︑春は満開の
桜が見られます

P11B2

栗どらソフトはほうじ
茶付きで620円

異国情緒あふれる
レストラン

t 0570-018-777 MAP

現 在 行 なっている﹁コエドビ

ール学 校 ﹂は︑ビールのことを

COEDOクラフトビール醸造所

我 々 コエ ド ビ ー ルの 設 立 は︑

よく知っていただく座 学︑ワー

クショップなど︑ブルワリーとい

験 していた だけ ま す︒い ず れ一

う臨場感のある場所で楽しく体

般のお客 様 向けに︑もっとライ

トに製造工程をお見せして試飲

地元産のぽろたん栗を使った
ポロール１本６８０円がおすすめ

たこやき6個305円はフード
コートの一番人気

話題の
も
スポット
紹介♪

●きっちん かふぇ くらんぼん

●こえどくらふとびーるじょうぞうじょ

地元の梨を使ったジュースや
ジャムも好評l地元産の梨ピュ
ーレを使った梨ゼリー3個450円
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ができるようなプログラムも増

やしていきたいと思っています︒

コエドブルワリー
代表取締兼ＣＥＯ
朝霧重治 さん

売場面積が広く商品の
ラインナップも豊富

農 業 がバックグラウンドとなっ

東松山市の行政のみなさんが企業に対し
てとても距離感が近い。いろんなことを応
援してくださるし、私たちも企業として地
域を盛り上げていきたいと思っています

ているので︑自 然 豊かなところ

K東松山市下青鳥714-1 k東松山駅から車で8分J9時30分
〜18時
（10〜3月は〜17時30分）i第2木曜
（祝日の場合は営業）
p100台

日本の色名を冠にする6つの定番ビールを造って
いる

でビール造りをやりたいという

木質感のある空間で、新鮮野菜や加工品など安心・
安全な商品を販売。名物グルメが楽しめるフードコー
トも併設している。

のが希 望でした︒また︑自家用

P11B3

の井戸で自然水を使えるという

由でしたね︒

t 0493-24-3157 MAP

コエドビール学校

東松山農産物直売所
いなほてらす

のもこの立地を選んだ大きな理

●ひがしまつやまのうさんぶつちょくばいじょいなほてらす

が好評！

地場の
を
農産物
ク
チェッ ！

3 種類から選べるおこわ
に小鉢 3 つ、汁物、和菓
子、コーヒー付き

本日のランチSet
1430円

内容は日替わりで、この日
は野菜たくさんのスープカ
レーがメイン。ドリンク付き
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