
【参加店舗情報】 

浅草/ロシアエリア  

 

■ ロシア料理ストロバヤ ＜TAKE OUT / EAT IN＞ 

 

1978 年にわずか 8 坪のお店でスタートし、今では大手デ

パートから依頼のあるロシア料理店に。「ほっとできて、そし

て心が温かくなる」空間で、ボルシチ、ピロシキ、キャベツロ

ールなど、ロシアを代表する味を楽しんで。 

 

東京都台東区西浅草 2-15-8 

営業時間：11:30～15:00（LO14:00）、 

     17:00～22:00（LO21:00） 

電話番号：03-3841-9025 

定休日：木曜、第 3金曜 

 

 

■ ロシア料理 ラルース ＜EAT IN＞ 

 

「ラルース」とは料理百科事典の意味。またフランス語でロ

シア料理を「ラ・ルッス」と呼ぶとか。レトロな空間で、三日間

煮込むキャベツロールや揚げたてサクサクピロシキなど、ロ

シアの味を召し上がれ！ 

 

東京都台東区浅草 1-39-2日比谷野第二ビル 

営業時間：11:30～21:30（LO20:30） 

電話番号：03-3841-3383 

定休日：火曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



曳舟/日本エリア  

 

■ 秋田料理 酒呑童子 ＜EAT IN＞ 

 

ハタハタやきりたんぽ、じゅんさい、氷頭なますといった、秋

田ならではの料理を楽しめる居酒屋。比内鶏からダシをと

ったきりたんぽは、正統派の味だけでなくチーズ味やカレー

味も。お酒はもちろん、秋田の銘酒で。 

 

東京都墨田区東向島 2-30-11曳舟スカイハウス 1F 

営業時間：17:00～24:00 

電話番号：03-3619-1676 

定休日：水曜 

 

 

■ 江戸蕎麦 僖蕎  ＜EAT IN＞ 

 

夕暮れには芸妓衆が歩き、社寺や文豪にゆかりのある名

所の残る、花街、向島で、江戸前蕎麦と和食を味わうなら

こちら。自家製二八蕎麦に合わせるのは、蕎麦の産地で醸

した日本酒や和酒。粋とモダンを感じて。 

 

東京都墨田区向島 5-27-10-S ビル 

営業時間：11:00～15:00（LO）、 

     17:00～22:00（LO21:00） 

電話番号：03-6658-8462 

定休日：月曜 

 

 

■ 鳥正 京島店 ＜TAKE OUT＞ 

 

からあげ、焼鳥、肉だんご、コロッケなどの、日本で暮らして

いたらしょっちゅう口にする味ばかりを扱うテイクアウト専門

店。なかでも鶏肉とぎょうざを合体させたチキンぎょうざは、

墨田区が推奨する「すみだモダン」認定商品です。 

  

東京都墨田区京島 3-21-7 

営業時間：10:00～19:30 

電話番号：03-3611-6083 

定休日：日曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北千住/インドエリア  

 

■ インド・ネパールレストラン桜 ＜TAKE OUT / EAT IN＞ 

 

学園通りにあるため、学生に大人気。その秘密は味とコス

パのよさ。10食限定で 500円カレーランチや、骨なしタンド

リーチキンは 3個入り 280円、サモサは 300円と超お得。

さあ、リーズナブルにインドグルメ紀行へ出発！ 

 

東京都足立区千住旭町 4-18三珠ビル 2F 

営業時間：11:00～15:00、17:00～23:00 

電話番号：03-5284-9601  

定休日：月曜のディナーのみ休み 

 

 

■ 酒楽ラ（シャララ） ＜EAT IN＞ 

 

創作料理が人気の居酒屋ですが、実はイチオシはインド料

理！ ランチのカレーやナンピザやシシカバブ、骨なしタンドリ

ーチキン、カレー鍋などなど、食欲そそるスパイシーな香り

がたまらない！ ラッシーのカクテルも◎。 

 

東京都足立区千住 1-31-4 

営業時間：月～木・日・祝 16:00～翌 0:00（LO23:30）、 

     金・土・祝前日 16:00～翌 3:00（LO翌 2:30） 

電話番号：03-3882-7871 

定休日：無休 

 

 

■ Namaste Himal（ナマステ ヒマール）＜TAKE OUT / EAT IN＞ 

 

本場インドで経験を積んだシェフが作る、スパイシーなインド

料理が味わえます。ふわふわな焼き立てナンは、ランチタ

イムなら食べ放題！ モモやサモサなどの一品料理も充

実。インドやネパールのビールでどうぞ！ 

 

東京都足立区千住仲町 15-2 

営業時間：11:00～15:00、17:00～22:30 

電話番号：03-3870-1477 

定休日：無休 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



草加・獨協大学前/アメリカエリア  

 

■ FUN-KEY SOKA SOKO ＜EAT IN＞ 

 

160ｇのビーフ 100％パテを挟んだハンバーガーや、ボリュ

ームたっぷりブラックアンガス牛のリブロースやハラミステー

キなど、アメリカンな味が恋しくなったらこちら。ウッド系の店

内は、ウエスタン気分を楽しめちゃう！ 

 

埼玉県草加市高砂 2-12-12久野ビル 

営業時間：17:00～翌 2:00、 

     土・日・祝 11:00～翌 2:00 

電話番号：048-926-1212 

定休日：無休 

 

 

■ 珈琲豆専門店 Kopi Luak（コピルアック） ＜TAKE OUT＞ 

 

通りかかった人がふらりと立ち寄ってくれるお店を！とオー

プンした自家焙煎珈琲豆専門店。ハワイのコナコーヒーを

はじめ、世界のコーヒーを取り揃えています。オーダーが入

ってから生豆を焙煎。自宅でカフェタイムを！ 

 

埼玉県草加市中央 2-2-7 

営業時間：11:00～19:00 

電話番号：048-921-0175 

定休日：水曜・第 3火曜 

 

 

■ タンジールカフェ ＜TAKE OUT / EAT IN＞ 

 

2008 年オープンのダイニングバー。ポップなアメリカンスタ

イルの店内で、ジューシーな牛ハラミのステーキや名物の

アンチョビポテトは必食。大人気の自家製レモネードもおす

すめです！！ 

 

埼玉県草加市高砂 2-21-31 

営業時間：18:00～24:00 

電話番号：048-921-1138 

定休日：水曜 

 

★「ハンバーガー専門店タンジールカフェ 2nd」も 

スタンプ対象店です！ 

埼玉県草加市松原 4-1-9（獨協大学前駅徒歩 10分） 

営業時間：11:00～14:30 17:30～21:00 

     日曜・祝日：11:00～20:00 

電話番号：048-945-0489 

定休日：水曜 

 



新越谷・越谷/中国エリア  

 

■ 万里の長城 ＜EAT IN＞ 

 

「越谷で気軽に本格中華を！」がコンセプトの中華料理店。

おすすめはコース料理。価格は 2000 円から、しかも品数

は 9 種類。5 名以上でのオーダーなら、さらに一品がプラ

ス！ アラカルトは一皿にボリュームあるので、注意。 

 

埼玉県越谷市弥生町 3-37 

営業時間：11:00～15:00、17:00～23:00 

電話番号：048-971-8299 

定休日：無休 

 

 

■ 中華料理 豪園 ＜EAT IN＞ 

 

麺類や炒飯などの手頃な味から、フカヒレ、北京ダック等本

格中華も味わえるお店。駅から離れているのに、常連客が

引きも切らずに訪れるのは、銀座で修業したシェフのクオリ

ティの高い味を手頃な価格で味わえるから。 

 

埼玉県越谷市赤山町 4-15-30 

営業時間：11:30～14:30、17:30～22:00 

電話番号：048-962-3977 

定休日：月曜 

 

 

■ ヌーベルシノワ Ishibashi ＜EAT IN＞ 

 

“ヌーベルシノワ”とは、西洋の食材などを中国料理の技法

で調理、洋食器で盛り付けコース料理のように提供する西

洋感覚の中国料理。芸術的な一皿を、モダンで上品な空

間で味わえます。特別な人と利用したい一店。 

 

埼玉県越谷市登戸町 2-13 

営業時間：11:30～15:00（LO14:00）、 

     17:30～22:00（LO20:30） 

電話番号：048-988-0088 

定休日：水曜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



せんげん台/フランスエリア  

 

■ La planche（ラ・プランシュ） ＜EAT IN＞ 

 

全国各地のこだわりを持つ生産者が手掛けた食材を使う鉄

板ビストロ。食材にはフレンチの定番であるジビエやフォアグ

ラ、フランスバサス牛、トリュフなど、気になる響きがたくさ

ん。メニューは常に 100ほどだとか。全制覇したくなる！ 

 

埼玉県越谷市千間台東 1-8-8-101号 

営業時間：11:30～14:00（入店 13:00、LO13:00）、 

     18:00～23:00（フード LO22:00、ドリンク LO22:30） 

電話番号：048-972-5429 

定休日：不定休 

 

 

■ Cafe Lafayette（カフェ ラファイエット） ＜EAT IN＞ 

 

隠れ家風なビストロ。その日に手に入る食材を使い、お酒が

進むフレンチテイストの料理を提供。メニューにはスズキの

ポワレやキッシュといった本格的な料理名が並ぶが、店内

はアットホームな雰囲気で、内緒にしたい一店。 

 

埼玉県越谷市千間台東 1-8-8-2F 

営業時間：18:00～翌 1:00 

電話番号：048-947-1334 

定休日：木曜 

 

 

■ フランス菓子 キャトーズ・ジュイエ せんげんだい本店 
＜TAKE OUT＞ 

 

ヨーロッパの農業国、フランスが流行に流されず積み重ね

てきた伝統の味と母の愛情が折り重なったもの、それがフラ

ンス菓子。そんな魅力の詰まった、素材、鮮度にこだわる

生菓子、焼き菓子、ショコラなどのスイーツを販売。 

 

埼玉県越谷市千間台東 2-13-31 

営業時間：9:00～19:00 

     ※秋冬は 9:00～20:00 

電話番号：048-979-8608 

定休日：無休 

 

 

 

 

 

 

 

 



春日部/イタリアエリア  

 

■ トラットリア カーザミーア ＜EAT IN＞ 

 

5 月にオープンしたばかりのイタリアン。店内のピザ釜で焼く

薄い生地のピザは、パリパリ、サクサクで一度食べたらヤミツ

キに！ 朝 7 時からオープンなので、モーニングからディナ

ーまで利用可能。ソフトドリンクは飲み放題！ 

 

埼玉県春日部市中央 1-43-9富久春日部ビル 1F 

営業時間：7:00～24:00（LO23:00） 

電話番号：048-796-8111 

定休日：無休 

 

 

■ クーパーズ ＜EAT IN＞ 

 

ペペロンチーノやクリームソース味のパスタ、カルパッチョと

いった王道メニューを気軽に楽しめるイタリアン。一品料理

を楽しむならまずは前菜の盛り合わせを。ビールの種類も

豊富なので、ランチだけでなく夜利用もおすすめ。 

 

埼玉県春日部市中央 1-7-19エムズビル 201 

営業時間：火～金 11:30～14:00、17:30～22:00、 

     土・日 17:30～22:00 

電話番号：048-755-5568 

定休日：月曜・ランチ不定休、要電話 

 

 

■ Cafe & dining LOGIC ＜EAT IN＞ 

 

「毎日来たいと思ってもらえるような心と体を心地よく満たす

場所」がコンセプト。オーガニックの食材や調味料を使った

イタリアンは、たっぷり味わっても体への負担がなく、うれい

し限り。手作りデザートもおすすめ。 

 

埼玉県春日部市中央 1-47-4第 33アオイビル 201号 

営業時間：11:30～14:30（LO14:00）、 

18:00～23:00（LO22:00）、日・祝  22:00閉店 

電話番号：048-876-8905  

定休日：不定休 

  

 


