バル営業時間 11：00〜19：00 月・火曜休み
花咲く庭と食とアートのカフェに出かけよう
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☎090-1122-9127

鴻巣市人形4-4-113

バルmenu
●

焼きチーズカレー+コーヒーor紅茶

8 そば処 おおつか
バル営業時間 11：00〜15：00

月曜休み

自慢のカレーうどんを、
是非御賞味下さい
☎048-542-7722

☎048-598-5430

鴻巣市大間4-1-54

カレーうどん又は山菜そば、
ミニケーキ又は
ミニサラダと いなり寿司又は
ミニライス

鴻巣市本町5-7-7

海老と野菜の天丼

ナポリタン又は山菜ピラフ
●グラスビール又は日本酒又は焼酎
おつまみ2点

バル営業時間 11：00〜17：00

17：00以降は予約制
バル期間のみの特別メニュー！ やわらかい
牛ハラミと和風ソースの絶妙な組み合わせ！
！
☎048-540-8080

鴻巣市中央29-1 クレアこうのす2階

バルmenu

牛ハラミステーキ丼

4 ご馳走Dokoro かねはち
バル営業時間 11：00〜14：00 土曜休み
築地直送、魚屋直営の海鮮食堂！自慢の海
鮮どんぶり・あじフライ・まぐろをどうぞ！
！

☎048-595-3446
バルmenu

鴻巣市寺谷125
こうのすフラワーセンター2F

あじフライ、
まぐろぶつ定食
コーヒー付

●

5 地産地食堂 てらや
バル営業時間 11：00〜18：00
鴻巣産小麦粉を使用したてらや麺をはじめ、
お米
や野菜を地産地食していただく食堂です。

☎048-596-6500

鴻巣市寺谷167-1

バルmenu

てらや麺
（五目あんかけ）
＋
ソフトドリンク

●

6 そば処 鴻巣宿阿部
バル営業時間 11：30〜14：30

バル営業時間 11：00〜14：00 18：00〜20：00 水曜休み
ゴールドメニュー秋の味覚満載のワンプレー
トとワインをお楽しみ下さい。

☎048-542-4953

鴻巣市本町4-9-27

グラスワイン又はソフトドリンク付
●スパゲ
ッティ
（チケット1枚）
●ワンプレー
ト
（チケット2枚）
きのことベーコンのグラタン
むき海老と小あじのマリネサラダ
肩ローススライス生姜焼
バターライス
バルmenu

11 大正家
バル営業時間 11：00〜13：00

水曜休み

17：00〜21：00

今回もぜひ楽しんで行って下さい。お待ちし
ております。バル以外の御料理も沢山取りそ
ろえております。
☎048-541-0073

鴻巣市本町4-9-25

バルmenu
●

飲物＋前菜＋刺身

12 鴻巣ワイン食堂 ボレロ
バル営業時間 11：30〜14：30
（L.O.13:30）

18：00〜22：30（L.O.21:00）

日曜
（不定休）
・月曜ランチ休み

肩肘張らないフランス料理店
鴻巣の皆様に支えられて１周年！
！
☎048-542-6010

鴻巣市本町5-4-1 1F

バルmenu

おまかせ前菜＋スパークリングor
ハイボール
（チケット1枚）
● 1プレー
トランチ、
ドリンク
（チケット2枚）
※デザート付き
●

13 こうのすや つけしん

国産の良質なそば粉を、
日替わりでお客様に
ご提供いたします。
☎048-598-4218

☎048-543-7331

鴻巣市人形4-3-1

バルmenu

バルmenu

鮭はらこ丼とせいろそばセット

7 ゆき寿司
バル営業時間 11：30〜14：00 17：00〜21：00

月曜休み

築地鮪御しの協賛で天然本鮪の中おち巻きと自家
製玉子焼＋富山特別純米羽根屋をご賞味下さい。
☎048-542-1234

鴻巣市本町5-6-39

バルmenu

中おち巻1本と玉子焼＋
富山特別純米羽根屋半合or
プレモルグラスビール

鴻巣市本町1-1-2
エルミこうのす１階フードコート内

こうのすや特製
厚切ロースカツカレーライス・サラダ・
ドリンクセット

バル営業時間 11：00〜24：00
水槽で泳いでいる鯵が一押しです！鮮度の良
いお刺身をご賞味下さい！

☎048-540-7311 エルミこうのすショッピングモール1F
バルmenu
●

刺身・飲物

29 パル

鴻巣市本町4-9-38

バルmenu

佐渡産するめ天婦羅＋
赤霧島焼酎1杯

くんせい＋ドリンク
（チケット1枚）
●２
ドリンク:1杯はプレミアムウイスキーを
提供（チケット2枚）
●

30

炭火ホルモン焼肉

七二〇（ふたまわり）

バル営業時間 11：00〜13：00 17：00〜20：00
１，
０００円ランチ海鮮丼やってます！お吸物・サ
ラダ・コーヒー付。お得でおすすめです！

バル営業時間 17：00〜22：00 月曜休み
海鮮チヂミや石焼ピビンパ等の韓国料理
に、
本格焼肉もお楽しみ下さい。

バル営業時間 17：00〜23：00 月曜休み
ご来店お待ちしています♪
（＾
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＾）

☎048-542-8899

☎048-542-3422

☎048-594-9363

鴻巣市加美1-5-35

鴻巣市本町5-2-16

バルmenu

寿司5カン＋ビール、
ウーロン茶、酒、
ジュースいずれか1杯

●

チヂミor珍味セット＋
生ビール小orマッコルリ

17 彩菜Dining 紅秋

24 居酒屋 ごんべえ

バル営業時間 11：30〜14：30

バル営業時間 18：00〜24：00 日曜・祝日休み
明るく楽しいお店です。

17：30〜21：30

火曜休み

チーズを使った創作中華から鉄板中華料理
まで豊富なメニューでお待ちしております。
☎048-577-4615

鴻巣市すみれ野15-1

バルmenu

麻婆麺orスーラータンメン＋
ドリンク
（チケット1枚）
●えびせんチーズチリ、
餃子＋
ドリンク
（チケット2枚）
●

☎048-542-2863

鴻巣市本町4-2-24

バルmenu

●

鴻巣市本町5-5-3

バルmenu

焼酎割又は日本酒
もつ煮込＋マカロニサラダ

●

25 SAKE DINING 連

ディナータイム

もつ煮込＋ドリンク
（ビールorサワー）

バル営業時間 11：00〜19：00 火曜・第3月曜休み
素材や美味しさにもこだわった、体にやさしい
低糖質スイーツを店内でもお召し上がりいた
だけます。駐車場は市営パーキングへ。

☎048-541-0713

31 甚兵衛

鴻巣市本町4-6-21

バルmenu

税込￥378以上のお好みのケーキ2つ
※テイクアウトも可。
●

なぎ

き

37 創作洋菓子 梛の樹
バル営業時間 10：00〜19：00 火曜休み
２０１７年１１月にリニューアルオープン！
！
幅広い種類のお菓子を揃えてお待ちしてお
ります！

☎048-598-8979

鴻巣市中央1-29

バルmenu

●

●

税込み￥1000までのお好きな生菓子・
焼菓子

38 木村屋製菓舗

バル営業時間 17：00〜22：00
鴻巣一番街通りで４０年！美味い・安い・早い
がモットー！ 焼とり・刺身・もつ煮込など絶品
料理でおもてなし！

☎048-542-4943

物販・サービス

36 低糖質スイーツ＆カフェ SASSY

☎048-542-1890

鴻巣市本町5-4-19

バルmenu

23 味庵

鴻巣市本町4-2-12

バルmenu

もつ煮込orまぐろ中おち＋
1ドリンク

バル営業時間 8：30〜18：30 水曜休み
テレビで放映された好評「川幅どらやき」
を特
別価格にてご用意させていただきました。

☎048-541-0340

鴻巣市本町4-4-4

バルmenu

日本一川幅どらやき
（小）

●

●

32 炭火焼 ふれ愛

39 大和屋製菓

バル営業時間 17：30〜21：00 火曜休み
来年には開業４５周年を迎えます！松原の鮨源
です。皆様のご来店おまちいたしております。

バル営業時間 19：00〜 日曜休み
お好きな飲み物とおつまみを選択して下さい

バル営業時間 17：00〜22：00 日曜休み
本格的、炭火焼とりがオススメのアットホーム
なお店、
お子様もＯＫです。

バル営業時間 9：00〜18：00 月曜休み
宮城県産こがね餅を杵つきしたなめらかでこ
しのあるお餅です。

☎048-542-3655

☎080-6645-0115

☎048-541-4824

☎048-542-7001

鴻巣市松原2-8-14

バルmenu

鴻巣市本町5-4-1 2F

バルmenu

バルにぎり寿司一皿＋
えらべるバルドリンク
（酒・ビール・ワイン・ソフトなど）

●

19 居食屋 なすび

鴻巣市東2-1-18

バルmenu

ワイン、
日本酒、
ウィスキー、生ビール、
ハイボール、
ソフトドリンクから選択＋
中華他3種類のおつまみを用意してい
ます。

●

26 しちりん亭

●

鴻巣市東1-3-2

バルmenu

焼鳥orマグロor揚物＋ドリンク

33 チャンプホルモン

●

切餅、
かき餅
いずれか2袋
（860円相当）

40 黒沢薬局本店

バル営業時間 18：00〜23：00
なすび名物クリームチーズ豆腐はいかがで
しょうか？

バル営業時間 17：30〜22：00 月曜休み
ボリュームたっぷりの餃子の鍋。
スタミナ作り
に最高です。

バル営業時間 18：00〜22：00 水曜休み
牛ホルモンの専門店です♪ぜひいらっしゃっ
て下さい。

バル営業時間 9：00〜19：30
健康と美容の相談薬局です。専門スタッフが
親切丁寧に対応致します。

☎048-542-9571

☎048-543-1029

☎048-577-6332

☎048-541-0301

鴻巣市人形1-7-39

バルmenu

鴻巣市本町4-8-24

バルmenu

ミニチーズ豆腐＋カシラ2本＋
1ドリンク

●

20 串あげ 木むら

鴻巣市本町3-2-19

バルmenu

餃子チゲorホルモン焼3品＋
ソフトドリンク

●

27 ラウンジバーセレーネ

バル用焼肉ミックス
（ロース・ハラミ・
カルビ）
＋生ビール or ハイボール or
サワー or ソフトドリンク
（チケット2枚）

●

41 こうのすシネマ
バル営業時間 8：30〜21：30

バル営業時間 17：00〜24：00
※なくなり次第終了になります。

☎048-543-0494

☎048-579-5529

☎048-543-3390 鴻巣市本町3-2-19
アオキハイツ1F-C
バルmenu

鴻巣市本町5-7-12

●

鴻巣市本町4-9-3-2Ｆ

バルmenu

串あげ5種＋飲物

入場料
（カラオケ歌い放題）
＋
イチローズモルトハイボール+
コーンスナック
（チケット2枚）

●

21 chillout cafe switch
バル営業時間 19：00〜22：00

Bistro & Wine

CAVO（カボ―）

世界一小さな秘境、
カフェ
『スイッチ』
です。
音楽と共に「ここでないどこか」へお連れします。

バル営業時間 18：00〜23：00 月曜・第3火曜休み
ワインを日常に！
！
第１土曜と翌日曜は魚の日
第３土曜はワイン会

☎048-543-3999

☎048-501-8443

水曜休み

テーブル席のみ

28

鴻巣市天神1-2-17

バルmenu

ワイン
（赤or白）
もしくは
ソフトドリンク＋おまかせプレート

●

鴻巣市本町4-9-3

バルmenu

オードブル＋バルドリンク
（チケット1枚）
●オードブル＋樽出しボジョ
レーヌーボー
（チケット2枚）
●

写真はイメージになります

ユンケル黄帝液プレミアム30ml
（定価1,000円）
＋
スパークユンケル50ml（定価272円）
⇒700円
（税込）

●

34 こじゃんと

バル営業時間 19：00〜23：00 日曜休み
気軽に非日常をオシャレな空間でイチローズ
モルトと共にお楽しみください。

バルmenu

鴻巣市本町1-5-22

バルmenu

バル営業時間 18：00〜21：00 月曜休み
落ち着いた雰囲気の中で、揚げたての串あ
げをご賞味ください！お待ちしております。

●

14 はなの舞 エルミこうのす店

ランチ・ディナー
タイム

☎048-542-8613

生姜焼定食

18 寿司・和食 鮨源

バル営業時間 10：00〜20：30
こうのすコロッケでおなじみの「こうのすや」
です。人気メニューの中から厚切ロースカツ
カレーをお楽しみください。

月曜休み

17：30〜20：00

10 西洋料理 メイキッス

ランチタイム

バル営業時間 19：00
オールディーズの流れる小さなカウンターバー
です。

バルmenu

●

…facebookあり

バル営業時間 16：00〜21：00
日本海産のするめイカ、焼いたり揚げたりできます。
新潟の飲み易い「寒梅」、
「雪中梅」あります。

●

16 寿司友

バル営業時間 11：30〜21：00 日曜休み
美味しい珈琲と煮魚定食、
トンカツ定食、
ホッ
トサンド、
メニューは豊富です。待ってます。

☎048-541-1855

●

…チケット取扱店

22 直政

鴻巣市栄町2-15 鴻巣駅西口前

バルmenu

バルmenu

3 レストラン なごみのや

●

バル営業時間 11：00〜21：00
大小宴会、
パーティーがメインのお店。時間
制限なしのクラス会・同窓会が大人気。好き
だったあの人と
！
！ Ｐ４０台

●

バルmenu

●

15 レストラン 蔵王

☎048-542-5449

9 多茂登

バル営業時間 11：00〜14：00
カラッと揚げた天ぷ羅を、創業以来つぎ足し
の天丼ダレで仕上げました。

●

鴻巣市中央22-49

バルmenu

2 重天

●

17：00〜20：00

…ひなちゃんカード加盟店

枠の色が

1 ギャラリーカフェ ストーク

店

枠の色が

全

枠の色が

in 鴻巣Ⅴ 参加店舗バルメニュー 42

バルメニューの見方

参加店舗

枠の色が

幸のとりバル

Part

①ブタ玉orベビースターもんじゃ＋
ソフトドリンク1杯
②鉄板焼きメニュー1品＋
アルコール1杯

（上映時間により変更の可能性があります）

映画ご鑑賞のお供にお得なバルメニュー！
皆様のご来場をお待ちしております。
☎048-544-9200 鴻巣市本町1-2-1 エルミこうのすアネックス3F
バルmenu

ハイカラセット
（ハイボール＋から揚げ）or
ポップコーンLセット
（ポップコーンLサイズ＋ドリンク
Rサイズ）

●

35 鴻巣市観光協会

42 パン工房 ファイン

バル営業時間 9：00〜17：00 水曜休み
鴻巣伝統産業のひな人形展示、特産品販売、
市内の産業や観光情報の紹介を行っています。

バル営業時間 9：00〜19：00 日曜休み
やわらかいパンや香ばしいパンなど自家製で
取り揃えてお待ちしております。

☎048-540-3333

☎048-543-8833

鴻巣市人形1-4-20 ひなの里

バルmenu

三麺セット
（川幅うどん・鴻巣ラーメン・
こうのす冷麺各1袋のセット）

●

鴻巣市大間1227-6

バルmenu
●

食事パン＋焼き菓子

