
ふかやの元気な合いことば♪

地元消費を呼びかけよう！

FUKA Yoo-Hoo！

「便利」も「楽しい」も「美味しい」も

伴走型小規模事業者支援推進事業

このパンフレットの使い方

3

1 まずはパンフレットをじっくりチェック！

2 食べてみたいお店を見つけたら…

そのお店に ①注文してみよう！
　　　　　 ②行ってみよう！

注：事前に予約が必要なお店もあります。

※新型コロナウイルス感染症のため営業
時間・休日が変更となっている場合が
あります。

テイクアウト
&ランチ

Ⓒ深谷市

TAKEOUT & LUNCH FUKAYA



※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

❶西倉西間堂
048-585-2432
深谷市岡2-23-23
8:30～19:00
水曜日（月1回火曜日）
https://nishikura-seimado.com/

15台

11月から第１弾としてバナナスムージーを発売します。季節のスムージーを発売して
いきます。

【その他のメニュー】
渋沢栄一翁が愛したオートミールクッキー
渋沢栄一翁最中

テイクアウト

バナナスムージー
当店のシェフが、厳選したバナナと濃厚な牛
乳を組み合せ、とってもおいしいバナナスムー
ジーに仕上げました。

380円（税込）

❷朝日屋
048-587-3126
深谷市新戒384
9:00～22:00
月曜日
https://kappou-asahiya.com/

60台

デリバリーの配達エリアは原則として旧深谷市・岡部地域とさせて頂きます。
当日のご注文も承ります。

【その他のメニュー】
ソースヒレカツ丼、からあげ丼

テイクアウト

ねぎとろ丼
しっとり、なめらか、とろける食感！！無添加の
ねぎとろをたっぷり使用したボリュームのあ
る逸品です。他にも定番系や海鮮系など15種
類の丼メニューをご用意しております。

800円（税込）

❸割烹 双葉
048-571-0888
深谷市新井302-1
10:00～22:00
不定休（要予約）
http://futaba.fcciweb.jp/

30台

お弁当ご注文は、お電話にてお早めにご連絡下さい。
各種ご宴会、記念日等ご予約お待ちしております。

【その他のメニュー】
特製天重弁当、ソースかつ重弁当

テイクアウト

幕の内弁当
深谷野菜と自家製の鮭西京焼きを使用し、揚
物・焼物・煮物等で、バランス良くお作りしてお
ります。仕入れ状況により日々献立が変更とな
ります。

1,000円（税込）

❹パンチャ・ピエーナ
048-575-2535
深谷市宿根78-1
11:30～15:00 ※夜間は休業中
月曜日
https://pancia.net/

10台

人気の「深谷牛100％ミートソース」など深谷の食材を使ったFukaya-Italiano。キッ
チンバイクあります☆

【その他のメニュー】
丼各種、パスタ各種

テイクアウト

鶏トマ丼/チキンステーキ丼
パスタ専門店ですが１コインの丼をご用意。２
種の丼のハーフ＆ハーフ＜W丼＞も人気！も
ちろんパスタ各種のテイクアウトもOKです。

各500円（税込）

❺割烹 新楽
048-571-2275
深谷市田所町3-28
11:00～14:00、17:00～22:00
水曜日
http://shinraku.la.coocan.jp/

30台

ご注文は３日前までにご予約下さい。３個以上であればデリバリーも承ります。
（深谷市内のみ）

【その他のメニュー】
季節の彩り弁当、煮穴子寿司

テイクアウト

季節の和膳
季節の食材を取り入れた和膳。大切なお祝い、
ご法要、会議、などにご利用下さい。

4,000円（税込）

❻焼肉 名所、
048-575-1073
深谷市東大沼314-3
11:30～14:00、17:30～21:00
水曜日
http://yakiniku-meisho.com/

5台

テイクアウトのご注文は事前にお電話にてご連絡下さい。
皆様のご利用、心よりお待ちしております！

【その他のメニュー】
深谷ねぎ生ドレッシング、深谷ねぎ餃子

テイクアウト

黒毛和牛ハンバーグ丼
黒毛和牛を贅沢に使用した、特製ハンバーグ。
オリジナルソースが肉のうま味を最大限に引
き立てるボリューム満点、絶品ハンバーグ丼
です！！

900円（税込）

❼虎ひげ
048-573-2443
深谷市田谷282
12:00～14:30、17:00～20:00
火曜日

15台

テイクアウトについては1時間以上前の予約制となっています。お電話にてご連絡を
お願いします。

【その他のメニュー】
ハンバーグステーキ弁当

テイクアウト

レア・サーロイン牛カツ弁当
分厚いのにやわらかくてジューシーなレアの
サーロインとサクッとした衣のお弁当です。千
切りキャベツ、特製ソース、わさび、ライス、お
新香付き。

1,296円（税込）

❽昇竜
048-571-7586
深谷市天神町3-45
11:00～14:00、17:00～20:00
水曜日

20台

テイクアウトのご注文は、事前に電話予約して頂けると待ち時間が少なくスムーズ
です。

【その他のメニュー】
五目ヤキソバ、スブタ

テイクアウト

中華丼
野菜をたっぷりと使った醬油ベースの中華丼
です。お子さんからお年寄りまで、幅広く好ま
れている人気メニューです。

730円（税込）

❾粋魚や（いなせや）
048-577-7287
深谷市稲荷町2-10-23
17:00～23:00
月曜日、第3火曜日

10台

テイクアウトのご注文は15時より受け付けております。予約等もOKです。

【その他のメニュー】
海鮮丼

テイクアウト

海鮮天丼
穴子、キス、えびなどを使った海鮮天丼！自家
製タレをたっぷりとかけています。

1,500円（税込）

澤田園
048-571-2023
深谷市仲町2-20
9:00～19:00
水曜日
https://www.instagram.com/sawadaen.ocha

2台

静岡県島田茶や宇治抹茶、海苔、陶器、お茶ジェラート等を販売するお茶専門店です。
また店内には喫茶コーナーを設けております。

【その他のメニュー】
お茶ジェラート（８種類）、ハーブティー(レモングラス等）

テイクアウト

抹茶ラテ
宇治抹茶をたっぷり使用した抹茶ラテ。抹茶本
来の味と香りを味わえます。また、ほうじ茶・玄
米茶・ジャスミンティーの各種ラテをご用意。お
茶屋さんのラテ、ぜひお召し上がり下さい♫

450円（税込）



※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

古伝餡 濱岡屋
048-571-0505
深谷市西島町2-18-14
9:00～18:00
水曜日、第3火曜日
http://hamaokaya-fukaya.com

8台

新店舗に移転して一年。和カフェでは作り立ての和菓子をお茶やコーヒーなどと一緒
にお召し上がりになれます。テラス席もお勧めです。

【その他のメニュー】
塩豆明治大福、栄一バターどら焼き

テイクアウト

深谷駅舎アイス最中
深谷駅舎をモチーフにしたパリパリの最中に
煉瓦の釡炉で炊いた自慢のつぶあんとアイス
をサンドしました。アイスはバニラ、抹茶、苺、
黒豆きなこの４種類からお選びになれます。

350円（税込）

晩酌屋もんぞう
090-9335-8642
深谷市西島町2-18ふっかちゃん横丁
土日祝14:00～22:00、平日16:00～22:00
不定休
https://www.instagram.com/banshakuya_monzou/

他、テイクアウトメニュー有り。インスタにて様々な情報発信中！お店はグループ、お一
人様大歓迎です！乾杯♪

【その他のメニュー】
牛すじ豆腐の煮込み、牛ハラミ焼き

テイクアウト

商店街駐車場

おまかせオードブル
もりもりお得なオードブル！3,300円～ご予
算に応じて承ります！用途に合わせてお作り
します！（例：子ども用、おつまみ系、野菜多め
など）

3,300円（税込）～

旬肴と沖縄料理 ゆがふ
048-577-6156
深谷市西島町3-15-6 5thパティーナビル1F
17:00～24:00
日曜日、第２月曜日
https://fukaya-yugafu.owst.jp/

無

深谷にいながら本格的な沖縄料理と種類豊富な泡盛を楽しめます。お店でも家庭で
も美味しい沖縄料理をお楽しみ下さい。

【その他のメニュー】
ゴーヤチャンプル、もずくの天ぷら

テイクアウト

ラフテー
豚の三枚肉（皮付きバラ肉）をじっくり甘辛く
煮込んだ当店の大人気メニュー。お酒のおつま
みにも、ごはんのおかずにも最高です。

920円（税込）

武州自慢鑑 藍染カフェ
048-578-4343
深谷市西島町2-17-7
11:00～22:00（LO21:30）
火曜日
https://fukaya-aizomecafe.com/

無

ここでしか飲めない深谷渋沢栄一クラフト生ビールや手作りデザートも好評です。
カフェはもちろん藍染体験もぜひお楽しみ下さい。

【その他のメニュー】
手ごねハンバーグ、愛のメロンパン
～デミグラスソース～

テイクアウト

日替りランチ：豚肉のネギ塩炒めなど
当店特製の深谷ネギをたっぷり使ったネギ塩ダ
レと豚肉のハーモニーがたまらなく美味しい！
隠し味にレモンを少し入れ、さわやかさも出し
ボリューム満点なのにペロリと食べて頂けます！

850円（税込）

カレーハウスCoCo壱番屋 深谷駅前店
048-574-1009
深谷市西島町3-9-1
11:00～22:00
なし
https://www.ichibanya.co.jp/

16台（共有）

ごはんがお家にある方は、カレーのルーだけでもお持ち帰りできますよ。カレーの
ルーをお鍋に直接入れて持ち帰りもできます。

【その他のメニュー】
海の幸カレー、やさいカレー

テイクアウト

ロースカツチーズカレー
ココイチの人気メニュー、ロースカツカレーに
こちらも人気のチーズをトッピング！ごはんの
量とカレーの辛さが選べます（大盛りは600ｇ
まで。金額が変わります）。

991円（税込）

もんじゃ焼 花林
048-574-5766
深谷市西島町3-1-2スカイハイツ105
16:00～22:00（土日12:00～22:00）
火曜日

2台

テイクアウトの数が多い場合には前日に注文をお願いします。

【その他のメニュー】
焼そば、焼うどん

テイクアウト

お好み焼　ミックス
一番人気のミックスのお好み焼です。深谷ネ
ギと地元のキャベツ、愛たまごを使用してい
ます。

600円（税込）

三芳野
048-571-2043
深谷市西島町2-1-15
11:00～14:30、17:00～20:00

（日曜日は14:00まで）
水曜日

4台

テイクアウトに関しては事前に電話でご予約頂けるとスムーズです。

【その他のメニュー】
かつ丼、ざるそば

テイクアウト

親子丼
秘伝のたれを使った丼各種ございます。コシの
ある手打ち蕎麦なども人気です。ランチ650
円、シークレットランチ750円なども好評で
す。

810円（税込）

すずき食堂
090-9687-2108
深谷市寿町１
平日9：00～14：30、16：00～20：00/土日祝11：00～20：00
金曜日
https://www.instagram.com/suzukishokudou/

1台

テイクアウトのご注文は当日でもOKです。
ほぼ全ての商品がおひとつからテイクアウトできますので、お気軽に注文下さい♪

【その他のメニュー】
もつ煮、チャーシューカレー

テイクアウト

チャーシュー丼
タレがしっかりチャーシューに絡みながらも、
豚肉のうまみを濃く味わえる一杯に。まずはと
ろりとしたチャーシューを、続いて温玉をほぐ
してチャーシューと絡めてご堪能下さい。

880円（税込）

The Shade.Tree.Roasted Coffee Bakery
048-598-8171
深谷市国済寺402 本店菊寿堂向い
10:00～17:00
火曜日、水曜日
https://www.the-shade-tree.com/

15台

※甘いコッペ184円～、惣菜パンは281円～
※ご予約も承ります。詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい。

【その他のメニュー】
バジルチキンコッペ、あんバタコッペ

テイクアウト

自家製黒毛和牛ハンバーガー
自家製天然酵母を使用した酒種パン。焼き上
げの際にアルコールは蒸発しますので、お子様
でも安心してお召し上がり頂けます。常時30
種類以上をご用意しております。

464円（税込）

ねぎ餃子 深谷本店
048-514-7295
深谷市国済寺516-22
24時間（※窓口販売は水～金11:00～15:00、土日11:00～18:00）
なし
http://www.negi-gyouza.com/

17台

冷凍自動販売機で24時間、いつでも専門店の「本格冷凍餃子」をお買い求めでき
ます。

【その他のメニュー】
冷凍ねぎ餃子、冷凍渋沢餃子

テイクアウト

ねぎ餃子「FUKAYA」詰め合わせ（冷凍餃子）
大人気の「ねぎ餃子」の他に、にんにく餃子・和
風餃子・特選肉餃子の全4種類を詰合せにし
た、全国発送対応のお得なギフトセット（送料
無料）。大切な方への贈り物に是非どうぞ。

3,760円（税込）



※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

三勝-SANKATSU-
048-538-8152
深谷市国済寺616-41
11:00～20:00(L.O19:30)
火曜日（臨時休業有）
https://sankatsu.info

2台

テイクアウトのオーダー制天ぷら専門店です。天ぷら、天丼のほか、鶏天バーガーも人
気です。電話予約も受け付けています。

【その他のメニュー】
お子様天丼、鶏天タルタルバーガー

テイクアウト

三勝天丼
魚2品・野菜3品の日替わり天丼です。（写真は
海老2本・さつまいも・かぼちゃ・舞茸）内容は
HPとインスタグラムの『本日の三勝』で公開し
ています。

500円（税込）

Bunny's waffle【バニーズ ワッフル】
048-580-4220
深谷市宿根1353-7
10:30～18:00
月曜日
https://instagram.com/bunnys_waffle/

5台

美容室 Laugh+Rough の駐車場で営業しているキッチンカーです。
出店依頼、お受けします。お問い合わせ下さい。

【その他のメニュー】
ホイップクリームワッフル、バナナジュース

（バナナ＆チョコレート）

テイクアウト

ベルギーワッフル チョコレート
ベルギーワッフルのチョコレート。クランチ、
ナッツ、抹茶などのラインナップがあります。
キッチンカーでは、ホイップクリームやフルー
ツをトッピングしたワッフルも人気です！

250円（税込）

黒んぼ食堂
048-571-0173
深谷市宿根525-1
11:30～14:00(L.O13:30)、
18:00～20:00(L.O19:30)
火曜日

7台

店は大変混み合いますので、テイクアウトのご用命はお時間に余裕を持ってご注文し
て頂くようお願いします。

【その他のメニュー】
オムライス(唐揚つき)、海老・卵・トマトカレー

テイクアウト

ほうれん草・トマト・卵カレー
緑・赤・黄の色彩も鮮やかなオリジナルカレー
です。3つの具材にコクのあるカレーソースを
加えると新たな味が生じます。是非、一度お楽
しみ下さい。

968円（税込）

Pummy
048-594-9788
深谷市上野台83-1-102
10:00～18:00
木曜日、不定休

17台

テイクアウトでも、しっとりふわふわなパンケーキ。ご自身へのご褒美等さまざまな
シーンに合わせてお楽しみ下さい。

【その他のメニュー】
スペシャリティーコーヒー、オレオチーズケーキ

テイクアウト

クレームブリュレ
ふわふわのパンケーキに、優しく奥深い甘さ
の自家製カスタードクリームと、パリパリの香
ばしいカラメル、甘酸っぱい三種のベリーの絶
妙なハーモニーをお楽しみ下さい。

780円（税込）

軽食・テイクアウト ichiren
048-594-6343
深谷市上野台2887－1
11:00～18:00
日・月・火曜日

8台

あらかじめご連絡を頂ければ、事前予約・お取り置きも可能です。

【その他のメニュー】
フルーツミックス、わんぱくサンド

テイクアウト

オレオバナナ
バナナとオレオクッキー、ほどよい甘さのク
リームがマッチしたオレオバナナはリーズ
ナブルな価格も魅力です。是非一度、ご賞味
下さい。

300円（税込）

樂樂家
048-574-4775
深谷市秋元町133-2
17:00～24:00（LO23:00）
火曜日

10台

テイクアウトもんじゃはホットプレートや鉄板やフライパンが必要です!!
詳しくはスタッフまでおたずね下さい。

【その他のメニュー】
串焼き、串揚げ

テイクアウト

深谷もんじゃ
むかし懐かしの深谷もんじゃをご家庭でお楽
しみ頂けます。出汁の効いたカレー味のもん
じゃは食事としてはもちろんお酒のおつまみ
やおやつにも最適です。

540円（税込）

ロータスカフェ
048-577-5585
深谷市上柴町西4-10-1　カームプレイスⅡ-102
11：00～17：00（月のみ14：30）
無

7台

お弁当は7種類、その他各種ケーキやドリンクもテイクアウト可能です！
直接ご来店時注文も可能ですが、事前予約がスムーズです。

【その他のメニュー】
無添加ハンバーグ弁当、自家製ケーキ各種

テイクアウト

古代豚のガパオライス弁当
噛めば噛むほど旨味がじゅわーっと口いっぱ
いに広がる、希少な古代豚をガパオライスに
使用しています。サラダ、おしんこがついて税
込み810円。

810円（税込）

イタリア料理 プランツァーレ
048-574-3826
深谷市上柴町西4-10-5
11:30～14:00（LO13:30）、17:30～21:00（LO20:00）
火曜日

7台

テイクアウトのご注文はお電話でお願いします。まとまった品数の場合は前日までに
ご予約をお願いします。

【その他のメニュー】
ハンバーグ弁当、有機野菜サラダBox

テイクアウト

マルゲリータ
ピザ各種テイクアウトできます。①マルゲリー
タ②ガーリックアンチョビ③クアトロフォル
マッジ④マスカルポーネと生ハム⑤本日のお
すすめピザ。

1,404円（税込）

元祖からあげ本舗 まるさん商店
048-501-6666
深谷市上柴町東3-11-11
11:00～20:00
無
https://retty.me/area/PRE11/ARE489/SUB4902/100001561045/

20台

他にも手羽先からあげ・ポテトなど、多数取り揃えております。
毎月のおすすめも人気です！！今は、北海道フェアを開催中。

【その他のメニュー】
あいもりパック中、あいもりパック大

テイクアウト

醤油・旨塩あいもり弁当
当店人気ナンバーワンのお弁当！にんにくの効
いた二段仕込みの醤油からあげとあっさりと
した食べやすい旨塩からあげが一度に楽しめ
る一品です！ご飯は大盛り、特盛り無料です！

594円（税込）

NEST.bagel.sweets
048-571-2060
深谷市上柴町東3-16-14
11:30～18:00
火、水、土曜日

3台

旬の果実を使ったオリジナルのベーグルやケーキを作っています。数種類のスコーン
も自慢の味！

【その他のメニュー】
ガパオサンド、あんこクルミのクリームチーズ

テイクアウト

３種のベリーレアチーズ
クリームチーズとマスカルポーネを使ったク
リームに、自家製のブルーベリー・ストロベ
リー・ラズベリーのジャムを練り込んだ、
NESTおすすめのスイーツベーグルサンド！

350円（税込）



※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

うまいものや天神
048-584-7888
深谷市永田2084-2
11:30～13:30、17:00～22:00
水曜日（イベント出店により変更あり）

https://www.fukaya-cci.or.jp

20台

店舗営業の他に、キッチンカーでの移動販売や市内の各種イベントにも出店してお
ります。見かけたら是非お立ち寄り下さい！

【その他のメニュー】
特別おまかせ弁当、深谷カレーやきそば

テイクアウト

気まぐれ卵とじどんぶり
テイクアウトにピッタリのどんぶりです！自家
栽培の玉ねぎを特製ダレで煮込み、豚肉や鶏
肉を加えて卵でとじ、甘じょっぱい味付けで最
後まで美味しく召し上がって頂けます♪ 

600円（税込）～

あさみ珈琲店
048-501-7152
深谷市岡688-1
8:00～17:00
年中無休

道の駅

自家焙煎珈琲を中心に、各種軽食や季節のデザートをご用意。「今月の珈琲豆」など
の企画を通じ珈琲の魅力の発信も行っています。

【その他のメニュー】
チキンカレー、コーヒーゼリー

ランチ

ナポリタン（ドリンクセット）
喫茶店の定番、ナポリタン。たまねぎの旨味と
ケチャップの甘味が食欲をそそります。コー
ヒーとの相性も抜群。お腹が空いた時にはデ
ザートセット（1,300円）もオススメです。

1,000円（税込）

割烹 楓
048-587-3260
深谷市大塚334
11:30～15:00（LO14:30）、17:00～22:00（LO21:00）
火曜日、水曜日夜
https://www.kappo-kaede.jp/

60台

手づくりにこだわったメニュー豊富なランチと週替わりのおつまみメニューが人気。
お客様のご要望に合わせた宴会メニューなどもご提供致します。

【その他のメニュー】
カレー焼きそばBセット（ミニ丼付）

ランチ

カレー焼きそばAセット
新ご当地グルメコンテストにおいてグランプ
リに輝いた当店オススメのカレー焼きそば。A
セットはサラダ、ケーキ、ドリンクも付いたとっ
てもお得なセットです。

935円（税込）

ごはん亭 家蔵
048-574-7810
深谷市石塚850-1
11：30～14：30、18：00～24：00
月曜日

20台

郊外にある当店に、わざわざお越し下さるお客様が幸せな気持ちでお食事をして頂
けるようおもてなし致します。

【その他のメニュー】
ふわっと玉子のエビチリ丼、カレイの唐揚げ定食

ランチ

チキン南蛮定食
ごはん亭 家蔵の大人気の一品です。お客様に
仕上げて頂くタルタルソース。食材にこだわり
是非食べて頂きたい一品です。

935円（税込）

うどん茶屋 三男坊
048-575-1181
深谷市宿根166-3
11:00～14:20（L.O.）、17:00～20:00（L.O.）
木曜日

15台

畑の真ん中にあるうどん屋さん。のんびりとした店内は、時にはまったり、時には笑い
声あふれる実家のようなうどん屋さんです。

【その他のメニュー】
三男、激太カレーうどん

ランチ

舞茸の天盛りうどん
麺は職人の手打ちでコシの強いつるつる麵。
埼玉県産「幻」の農林61号のブレンド小麦は、
かざらないけど香り高く、なつかしさを感じま
す。さくさくの舞茸天と召し上がれ。

990円（税込）

ハルニレ カフェ
048-571-5088
深谷市東大沼100-1
11:30～14:00
日曜日、祝日、第1・3月曜日
https://www.yamaichizouen.co.jp/

15台

造園屋が営む庭をメインとするカフェです。四季折々のお庭を水音と共に五感で愉し
んでください。個室があります。ぜひご予約下さい。

【その他のメニュー】
そば粉のガレット、煮ぼうとう

ランチ

五穀米のスープカレー
季節の地元野菜いっぱいのスープカレー☆チ
キン☆トマトとチーズ☆シーフード☆アボカド
ときのこ☆深谷ベジタブル。五種の中からお選
びください。サラダ・ドリンク付です。

1,320円（税込）

Kitchen Hana
048-598-7987
深谷市田谷103-3
11:00～22:00（LO21:00）
月曜日、木曜日 
Instagram:Kitchen Hana(hana_knick_knack)

1台

基本的にセルフサービスのお店です。雑貨や書籍も販売しています。おひとりでも
お食事やお茶しやすい雰囲気と価格となっております。

【その他のメニュー】
大人のキーマカレー、ロコモコ丼風キーマカレー 

ランチ

トマトとチーズのキーマカレー
従来のキーマカレーに自家製バジルソースを
トッピングをしたものです。バジルとトマトと
チーズでちょっとイタリアンなキーマカレー
です。ピクルスもご好評頂いています。

500円（税込）

和風レストラン きむら
048-571-5813
深谷市原郷444-2
昼11:00～14:00（LO）、夜17:00～20:30（LO）
木曜日、第3水・木曜日

22台

普段使いから宴会まで幅広い用途に対応しております。祝事、法事、会食のご予約承
ります（テイクアウト可）。要事前連絡。

【その他のメニュー】
豆腐と豚バラのスタミナ焼肉ランチ
若鶏の唐揚げうどんランチ

ランチ

日替わりランチ
2種類のおかずでボリュームたっぷり。ランチ
メニューも15種類（焼肉、焼魚、天ぷらなど）。
ライス、ミニうどん付。ランチタイムは、ライス
大盛サービス（ご注文時に申し付け下さい）。

880円（税込）

カフェダイニング プリエ
048-571-1504
深谷市常盤町89-6
11:30～14:30、17:00～22:30
月曜日
http://prier.p-kit.com/

14台

住宅街に佇む隠れ家的レストランです。アジアンメニューから洋食メニュー、コース料
理などドリンクもメニュー豊富なお店です。

【その他のメニュー】
サーモンとアボカドのサラダ丼、ガパオ炒めごはん

ランチ

プリンセスプレートランチ
ワンプレートでたくさんの品を味わえる、
ちょっと贅沢で楽しめるランチです。ランチに
はスープ、ドリンク付きです。

1,320円（税込）

鮨 良明
048-598-5211
深谷市東方2050
11:30～14:00、17:00～22:00
月曜日

6台

ランチ限定で「大」（1.5倍）も可能です。詳しくはお問合せ下さい。また、事前のご予約
でテイクアウトも可能です。

【その他のメニュー】
寿司、ちらし

ランチ

上寿司
板前歴40年以上の店主が厳選した新鮮な魚
介類と、本格的なお寿司を是非ご堪能くださ
い。自家製の大きくて厚い玉子もオススメで
す。

1,760円（税込）



※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

割烹 きんぎょや
048-571-0635
深谷市東大沼343
11:00～14:00(L.O13:30)、16：30～21：30(L.O21:00)
水曜日、第2木曜日
https://kingyoya-unagi.com/

15台

ランチは土、日曜もご利用できます。平日は女性のお客さまに限り、デザートをサービ
ス！各種テイクアウトも取り扱っています。

【その他のメニュー】
うなとろ丼、うな重（上）

ランチ

海鮮色どり丼
鰻を中心とした割烹料理店の海鮮色どり丼で
す。新鮮なネタをふんだんに使った海鮮丼をこ
のお値段で提供致します。ランチにはうどん、
サラダ付にドリンクを１杯サービスします。

1,210円（税込）

INA SUN TABLE
048-598-4483
深谷市稲荷町3-4-25
11:00～14:00、17:30～21:00
日・月曜日と火曜日のディナー
https://www.inasuntable.jp/

7台

密にならないよう席数を減らし、換気・消毒など感染対策もしっかりと行い営業して
おります。ご安心してご来店下さい！

【その他のメニュー】
キューバライスランチ、パスタランチ

ランチ

ハンバーグ・ステーキランチ
ジューシーな肉汁たっぷりのハンバーグを数
量限定でご用意しております。店内仕込みの特
製ステーキソースかトマトソースでお召し上
がり下さい。

1,100円（税込）

TAIKEIDO NEO Garden Café
048-571-0216
深谷市仲町5-1
月・火・金9:00～18:00、水・木9：00～14：00
土曜日・日曜日・祝日
https://www.instagram.com/taikeidoneo/

10台

薬膳と玄米を美味しく食べられるお店をコンセプトにお弁当・デザート・ドリンク・店
内飲食を提供させて頂いております。

【その他のメニュー】
田中農場さんの卵を使った濃厚プリン
薬膳雑炊セット

ランチ

薬膳ハンバーグプレート
ハンバーグは手ごねで豚ひき肉と薬膳を一緒
に練りこみ、1つ1つ丁寧に焼き上げており、ヘ
ルシーな味わいとなっております。また薬膳
スープ付で体が温まるプレートとなってます。

1,320円（税込）

和めし cafe HISAGO
048-571-2192
深谷市本住町6-33
11:30～14:30（LO14：00）、17:30～22:00（LO21：30）
火曜日
https://umahisago.web.fc2.com/

5台

地元深谷の豊かな土地で育った新鮮野菜と卵を使用し、和をベースにした多彩なお
料理をお楽しみ下さい。

【その他のメニュー】
煮ぼうとうセット、創作和めんセット

ランチ

季節のデリランチセット
深谷の野菜や玉子を季節を感じる食材と一緒
に和食ベースで作った人気のランチセットです。
年6回変わるメニューになっており、その時々で
しか味わえないのでぜひ、ご賞味下さい。

1,430円（税込）

カフェ 花見
048-571-0528
深谷市仲町2-7
10:00～21:00（L.O.20:30）
水曜日
https://ja-jp.facebook.com/cafehanami/

2台

常連さんたちに愛される昔ながらの洋食メニューと一杯一杯丁寧に淹れたサイフォ
ンコーヒーを楽しめるカフェです。

【その他のメニュー】
深谷カレー焼きそば、なつかしのナポリタン

ランチ

とろけるチーズの焼きカレー
3代に渡って受け継いできた45年愛される秘伝のカレー
は老若男女、大人も子供も笑顔で食べられる優しいカ
レーとなっています。この自家製カレーと数種のチーズを
たっぷりかけた焼きカレーをぜひ、お楽しみ下さい！

750円（税込）

レストパーラー 高原
048-572-1827
深谷市西島町2-18-4
11:30～22:00
月曜日

3台

お客様が気楽に定番の品々を楽しんで頂ける様、各オリジナル味付けを心掛けてお
ります。各種会合、ご予算に応じた料理折（膳）等も承っております。

【その他のメニュー】
豚ロース生姜焼定食、ハンバーグ

ランチ

チキングリル味噌風味
ランチタイムは一日の健康の大切なバロメー
ターです。当店の日替わりランチは、材料、調理
方法、味付け等その都度変え、みそ汁付で、ボ
リュームある一品としてご利用頂いております。

770円（税込）

すたんど割烹 三善
048-572-2468
深谷市西島町2-20-12
11:30～13:30、17:00～23:00
昼（土曜日・日曜日・祝日）、夜（日曜日・祝日）
https://www.instagram.com/fukayamiyosi/

6台

当店の最新情報をインスタグラムで随時お知らせしています！皆さまのご来店を心よ
りお待ちしております。

【その他のメニュー】
うな重、たれかつ丼

ランチ

広島カキフライ
大粒でジューシーな広島県産の牡蠣を使用し
た、当店自慢のカキフライをご賞味あれ！栄養
価の高い牡蠣を食べて、コロナに負けない免
疫力を身につけましょう！

1,100円（税込）

みーじ☆miiji
050-3553-2358
深谷市西島町3-5-6
11:30～14:00、18:00～23:00（土はランチなし）
火曜日
https://miiji.jp/

無

海南チキンライスandオムライスのお店です。要予約ですがタッカンマリのご用意も
ございます。

【その他のメニュー】
オムカレー、ガパオライス

ランチ

海南チキンライス
鶏油で炒めた国産ニンニクと生姜を炊き込んだ
ご飯に揚げた国産鶏ももを乗せ、当店特製の自家
製ダレで召し上がって頂くチキンライスです。（揚
げ鳥が苦手な方はボイル肉もあります）。

880円（税込）

章寿司
048-572-8299
深谷市見晴町１
11:00～22:00
火曜日

25台

市内限定で出前致します（ランチメニューは不可）。

【その他のメニュー】
ランチ三色丼、ランチネギトロ丼

ランチ

ランチにぎり
地元に愛され43年。皆様に感謝の気持ちを忘
れない店。お得なランチを！
他、ランチちらし1,100円、上にぎり1,650円

1,100円（税込）

割烹 真海
048-575-0999
深谷市緑ヶ丘1-17
11:00～15:00、17:00～22:00
不定休
https://www.shinkaifukaya0999.com/

35台

平日限定・ご予約制です。前日夕方までにお電話でお願いします。個室での会食、様々
なお集まりにご予算に応じてご用意できます。

【その他のメニュー】
コース料理、松花堂弁当

ランチ

旬彩弁当
平日昼限定20食のランチです。ソフトドリンク
付。季節により内容変わります。女子会や習い
事のお集まりにご利用頂いております（法事や
お祝いの席はご利用不可）。

2,000円（税込）



※新型コロナウイルス感染症のため営業時間・休日が変更となっている場合があります。

中華料理 和幸
048-573-8388
深谷市上野台2836-9
平日11:00～22:00
土、日、祝日11:00～21:00
月曜日

6台

深谷ねぎをたっぷり使ったネギみそラーメン（税込820円）と定番のチャーハン（税
込660円）も是非一度ご賞味下さい！

【その他のメニュー】
ネギみそラーメン、チャーハン

ランチ

あさりときのこ入りラーメン（おにぎり付）
ランチでしか食べられない当店自慢の逸品。みそ
味のコクのあるスープには、ふんだんに使われて
いるあさりの旨味がとけ込み、えのきとしめじ、さ
らには深谷ねぎも一緒に楽しめる一杯です！

700円（税込）

焼肉 七福
048-571-2739
深谷市桜ヶ丘16-1
11:30～13:30、17:00～22:00
木曜日

3台

夜はホルモン焼のお店となります。老舗の味を引き継いだ新鮮なお肉を味わって下
さい。

【その他のメニュー】
ホルモン焼

ランチ

あっさり自家製和風出汁の醬油ラーメン
一番出汁をていねいに取って、あっさり味に仕
上げています。自家製チャーシューと煮たまご、
さらにワカメ、ナルト、しなちくをトッピング。
コスパ抜群の一杯を味わって下さい。

480円（税込）

ヒドリ食堂
048-507-1372
深谷市秋元町140-13
11:30～14:30(L.O.)、18:00～21:00(L.O.)
火曜日夜、水曜日
https://shokudoo-hidori.jimdofree.com/

5台

沢山の本と音楽、美味しいごはん。おひとりさまでも、ご家族、お友達とも、いろんな時
間を楽しんで下さい。雑貨や古本も販売してます♪

【その他のメニュー】
ナスとパプリカのトマトソース
きのこたっぷり炊き込みご飯のオムライス

ランチ

ハンバーグステーキ～きのこのソース～

ヒドリ食堂大人気の熱々ハンバーグステーキ。
ジュワッと出てくる肉汁と濃厚なソースが、ご
飯にピッタリです。寒くなってくるこれからの
季節に特にオススメ。ぜひお試し下さいー♪

1,320円（税込）

食堂 金楽
048-571-0915
深谷市上柴町西1-18-9
11:00～15:00、17:00～21:00
月曜日、第3火曜日
https://www.fukaya-cci.or.jp

15台

テイクアウト・出前も承っております。

【その他のメニュー】
餃子、辛みそラーメン

ランチ

煮干しラーメンセット（ミニチャーシュー丼）
自家製スープに北海道直送濃厚煮干だれを合わ
せております。ミニチャーシュー丼は上州赤城
ポークを使用。旨味とコクのあるチャーシューに
深谷ねぎを乗せてさっぱりと仕上げています。

1,320円（税込）

MODECURRY
048-577-8358
深谷市上野台2352 ダイアパレスBW深谷1階
11:00～15:00、18:00～23:00
毎週木曜日・第１水曜日
https://localplace.jp/sp/t200494590/

7台

モデカレーはInstagram、Twitter等で日々情報を更新しておりますので是非ご覧下
さい。

【その他のメニュー】
炙り豚バラ軟骨カレー、シーフードカレー

ランチ

ステーキカレー（ポテトトッピング）
モデの新名物ステーキカレーにちょいポテト
をトッピングでアメリカンなカレー。

1,460円（税込）

がってん食堂 大島屋深谷店
048-578-7831
深谷市上柴町西1-17-3
11:00～21:00（L.O.20:30）
なし

15台

海鮮料理からラーメン等、種類豊富なメニューをご用意しております。是非ご来店下
さい！

【その他のメニュー】
魚河岸定食、大島屋天丼

ランチ

大島屋海鮮丼
ちょっと贅沢したい時におすすめです。中と
ろ、いくら、ウニと赤エビを使用した見た目良
し、ボリューム良し、味良しのうちの自慢の商
品です。

1,738円（税込）

和食イタリアン 葉菜ミドリー靜乃
048-575-2914
深谷市上柴町東3-21-29
11:00～15:00（LO14:00）
日曜日（臨時あり）
http://shizuno.smafo.biz/

25台

オーガニック野菜の力を活かしスタミナをつけたり、体のリフレッシュが出来るお料
理をご提供しています。

【その他のメニュー】
鶏のソテー、豆腐ヘルシーハンバーグ

ランチ

惣菜バイキング
当店のおいしいお弁当は野菜のお惣菜が入り、メインと
惣菜とで健康によいお弁当です。《ランチ》当店では、バ
イキングを日替わりで行っています。月・水・金・土…和
風惣菜バイキング、火・木…野菜惣菜バイキングです。

1,200円（税込）～

pizza & dining Fes
048-574-0033
深谷市上野台2734
11:00~15:00（L.O.14:00）、
17:00~23:00（L.O.22:00）
水曜日

20台

ピザとパスタが中心のお店です。自家製ドレッシングも販売中。

【その他のメニュー】
ビーフシチュー、ハンバーグ

ランチ

チキンのトマト煮込みチーズオーブン焼き
柔らかく煮込んだチキンにチーズをのせてこ
んがり焼きました。ライ麦の黒糖パンとカン
パーニュの２種類のパンプレートです。

1,408円（税込）

和食 たかむら
048-583-5252
深谷市田中2466-6
11:00～14:30、17:00～22:00
月曜日

40台

おもわず旨い！をコンセプトに３４年。皆様のご来店、心よりお待ちしております。

【その他のメニュー】
旨味たっぷり上鉄火丼、まぐろラーメン

ランチ

選べる日替わりランチ
４品のうち、２品で980円、３品で1,200円、４
品で1,400円！刺身、天ぷら、フライ、丼物、焼
き魚等、その日の気分でお好きな品をお選び
下さい。※フリードリンク付き

980円（税込）

スペシャリティーレストラン 章
048-507-4108
深谷市長在家2628-3
11:30～14:00、17:00～22:00
不定休

15台

地元産のオーガニック野菜など厳選した素材を最大限に活かしたオリジナル料理を
ご提供。おいしく気軽に新感覚の創作料理が楽しめます。

【その他のメニュー】
パンチェッタときのこのトマトソースパスタ
スモークサーモンとクリームチーズのスモーブロー

ランチ

アンガス牛のカットステーキ
肉の目利きに関しては絶対の信頼がある店主が
選び抜いた極上のお肉。そんな特別なお肉の肉
汁を逃さぬようじっくりと大切に焼き上げまし
た。オーガニック野菜と共にお召し上がり下さい。

1,800円（税込）
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西倉西間堂

朝日屋

割烹 双葉

パンチャ・ピエーナ

割烹 新楽

焼肉 名所、

虎ひげ

昇竜

粋魚や（いなせや）

澤田園

古伝餡 濱岡屋

晩酌屋もんぞう

旬肴と沖縄料理 ゆがふ

武州自慢鑑 藍染カフェ

カレーハウス CoCo 壱番屋 深谷駅前店

もんじゃ焼 花林

三芳野

すずき食堂

The Shade.Tree.Roasted Coffee Bakery

ねぎ餃子 深谷本店

三勝 ー SANKATSU ー

Bunny’s waffle 【バニーズ ワッフル】

黒んぼ食堂

Pummy

軽食・テイクアウト ichiren

樂樂家

ロータスカフェ

イタリア料理 プランツァーレ

元祖からあげ本舗 まるさん商店

NEST.bagel.sweets

うまいものや天神

あさみ珈琲店

割烹 楓

ごはん亭 家蔵

うどん茶屋 三男坊

ハルニレ カフェ

Kitchen Hana

和風レストラン きむら

カフェダイニング プリエ

鮨 良明

割烹 きんぎょや

INA SUN TABLE

TAIKEIDO NEO Garden Café

和めし cafe HISAGO

カフェ 花見

レストパーラー 高原

すたんど割烹 三善

みーじ☆miiji

章寿司

割烹 真海

中華料理 和幸

焼肉 七福

ヒドリ食堂

食堂 金楽

MODECURRY

がってん食堂 大島屋深谷店

和食イタリアン 葉菜ミドリー靜乃

pizza & dining Fes

和食 たかむら

スペシャリティーレストラン 章


