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東松山市観光協会 

   東松山市教育委員会 
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                    <写真はイメージです> 

東松山市商工会では街おこしのため、東松山東松山東松山東松山のみそだれのみそだれのみそだれのみそだれを

活かした特産品を一般公募により募集し、応募いただいた 

１１０点の中から、書類選考及び試食審査により上記 3品を

東松山の新たな特産品として認定しました。 

今月から下記取扱店にて販売しております。是非、ご賞味

ください。 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO はラスト・オーダー 

裏面もご覧ください。クーポン・サービス券付き！ 
なお、上記認定特産品以外にも、東松山の”みそだれ”を活かしたお店が多数あります。裏面をご覧ください。 

 

主催 東松山市商工会 

 特産品開発委員会 

〒355-0017 東松山市松葉町 1-2-3 

TEL 0493-22-0761 FAX 0493-24-0687 

URL http://www.higashimatsuyama.or.jp 

そばそばそばそば    くらんぼんくらんぼんくらんぼんくらんぼん    
東松山市大字松山 2428-5 

TEL  27-1881 

(営) 11:30～15:00 

   17:30～20:00(LO) 

(休) 火曜<夜>、水曜  
(扱)・いなり寿し(鴨肉入り)
 ・そばみそだれ和え鳥肉・

合鴨・砂肝の３種和え
クーポン・サービス券利用 有 
デザート一皿サービス

 

八雲寿八雲寿八雲寿八雲寿しししし    
東松山市美土里町 3-31 

TEL  23-4649 

(営) 11:30～22:00 

(休) 木曜  

(扱)・いなり寿し 

クーポン・サービス券利用 有 

カッパ巻 1 本サービス

 

㈲㈲㈲㈲三金三金三金三金    
東松山市箭弓町 1-16 

TEL  24-4129 
(営) 16:00～25:00 
(休) 無し  
(扱)・中華まん 
  ・みそだれやきそば
クーポン・サービス券利用 有 

ソフトドリンクサービス
 

桃一桃一桃一桃一うどんうどんうどんうどん    
東松山市箭弓町 1-16 

TEL  24-3900 
(営) 11:00～25:00 
(休) 無し 
(扱)・中華まん 
  ・みそだれやきそば
クーポン・サービス券利用 有 

ソフトドリンクサービス

 

アンジェリカアンジェリカアンジェリカアンジェリカ    
((((シティホテルシティホテルシティホテルシティホテル東松山内東松山内東松山内東松山内) ) ) )     
東松山市箭弓町 1-1-20 
TEL  25-1300 
(営) 11:00～14:00 
(休) 土曜、日曜 
(扱)・みそだれやきそば

・みそだれうどん 
クーポン・サービス券利用 有 

アイス orホットコーヒーサービス
 

やきとりやきとりやきとりやきとり    松江松江松江松江    
東松山市松山町 1-5-26 

TEL  24-9866 

(営) 16:30～22:00 

(休) 火曜  
(扱)・みそだれやきそば
・みそだれスタミナホルモン
・みそだれ入りキツネ 

クーポン・サービス券利用 有 
サワーorソフトドリンクサービス

レトロポップレトロポップレトロポップレトロポップ食堂食堂食堂食堂    
東松山市箭弓町 3-3-4 

TEL  59-9303 

(営) 11:00～23:00 

(休) 日曜<貸切の場合は営業> 

(扱)・みそだれやきそば

・みそだれ風味“ピリ唐串揚げ”

クーポン・サービス券利用 有 

ソフトドリンクサービス

 

この『のぼり旗』が目印です！

認定品取扱店一覧 

この事業は、埼玉県提案型指導事業に基づき実施し
ております。 

東松山に住んでいる人なら知らない人はいない 



フォンテフォンテフォンテフォンテ    
東松山市沢口町 30-7 

TEL  24-7465 

(営) 9:30～18:00 

(休) 日曜、月曜、祝日 

(扱)・みそだれ中華パン

クーポン・サービス券利用 有 

５％引き

LO はラスト・オーダー 

<特産品メニューは夜のみ> 

まだまだあります。東松山の特産品取扱店！ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県マスコット「コバトン」 

 

 

 

 

 
※お店ごとにサービスが異なりますので、詳しくはご利用のお店にご確認ください。 

 

 

和食和食和食和食    藤川藤川藤川藤川    
東松山市加美町 11-35 

TEL  24-6200 

(営) 11:30～14:00 

   17:00～22:00 

(休) 月曜  

(扱)・藤川海賊丼 

  ・藤川山賊丼 

クーポン・サービス券利用 有 

ジュース or アイスクリームをサービス

キッチンカフェキッチンカフェキッチンカフェキッチンカフェ    クランボンクランボンクランボンクランボン
東松山市大字松山 2428-5 

TEL  27-1892 

(営) 11:30～21:30(LO) 

(休) 水曜  

(扱)・ピリ辛ホットドッグ 

クーポン・サービス券利用 有 

ドリンク 1 杯サービス

アンジェロアンジェロアンジェロアンジェロ    
東松山市元宿 1-11-1 
TEL  35-2378 
(営) 12:00～22:00 
(休) 月曜  
(扱)・東松山みそだれちーとん 
クーポン・サービス券利用 有 
700 円以上で 30 円引き

 
 

090-9960-2111 
 

 

 
土・日曜は関越道 高坂 SA 上りにて 

販売しています。 

おおおお食事処食事処食事処食事処    たけはたけはたけはたけは    
東松山市下唐子 1153-47 

TEL  24-2803 

(営) 11:30～20:00 

(休) 木曜  

(扱)・東松山みそだれニララーメン

クーポン・サービス券利用 有 

券と MY 箸持参の方にアイス or

ホットコーヒーサービス

 

㈲㈲㈲㈲四四四四ツツツツ橋橋橋橋せんべいせんべいせんべいせんべい    本店本店本店本店    
東松山市松葉町 3-12-52 

TEL  22-0967 

(営) 9:00～19:00 

(休) 日曜  

(扱)・やきとりせんべい

クーポン・サービス券利用 有 

送料半額サービス「1ヶ所」

 

串串串串さんさんさんさん亭亭亭亭    
東松山市東平 2451-8 

TEL  39-5543 

(営) 16:00～22:00 

(休) 月曜  

(扱)・東松山やきとり丼

クーポン・サービス券利用 有 

100 円引き

市川商事市川商事市川商事市川商事㈱㈱㈱㈱    
東松山市神明町 2-1-9 
TEL  53-4087 
(営) 9:00 ～17:00  
(休) 土曜、日曜、祝日 
(扱)・みそだれ・みそマヨ・

侍ソース 
クーポン・サービス券利用 有 
100g 商品いずれか 1 個プレゼント

 

㈱㈱㈱㈱やきとりやきとりやきとりやきとり    ひびきひびきひびきひびき    
東松山市箭弓町 1-13-15 

さくらビル 1F
TEL  25-1184 
(営) 平日 11:00～13:30 

16:00～23:00 
  土日祝日 11:00～22:00 
(休) 月曜  
(扱)・みそだれ 

・やきとり丼 

 

ぼたんぼたんぼたんぼたん館館館館    
箭弓神社参道 

TEL  0901-437-0157 

(営) 11:00～18:00 

(休) 不定休 

(扱)・やきとりだんご 

 

 

あずまあずまあずまあずま家家家家    

東松山市材木町 13-4 

TEL  22-0461 

(営) 昼 11:30～13:30 

   夜 17:00～21:00 

(休) 日曜、祝日  
(扱)・みそだれうどん 

・みそだれチャーハン 
クーポン・サービス券利用 有 

デザートサービス

※各店の『クーポン・サービス券利用』

欄に「有」と記入してあるお店で、

下記のクーポン・サービス券を利用

できます。切り取ってご利用の際ご

提示ください。 


