






パティシエ：中川晴元
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プードル洋菓子店プードル洋菓子店
バランスのいい味と
優しい食感が絶妙！
種類豊富なかわいいケーキがお出迎え！

バランスのいい味と
優しい食感が絶妙！
種類豊富なかわいいケーキがお出迎え！

店主：高橋 亨・三枝夫妻

地酒の販売を目指し、敷地内に「地酒道場　田」を開設。

地酒を飲みながら銘柄を買ってもらえるように毎月一回、全国地酒を

飲む会「地酒睦会」を立ち上げ、平成 29 年 3 月で 306 回を数える。

平成 6 年、会の発足 10 周年記念の席上で「松伏産の米でお酒ができな

いか」と声が上がり原料米の栽培を同会所属の農業家藤江氏に依頼し

酒造会社（五十嵐酒造　埼玉県飯能市）の協力を得て、製造をスタート、

翌年に特別純米酒「まつぶし誉」が誕生した。

いずみや酒店　いずみや酒店　
松伏の天領地で実る米から生まれた名酒。
　　酒を愛する町民の知恵と工夫が実を結んだ
　　　　おいしーいお酒！

松伏の天領地で実る米から生まれた名酒。
　　酒を愛する町民の知恵と工夫が実を結んだ
　　　　おいしーいお酒！

松伏町松伏 2002-1　　　　048-991-7440　　　　有り

9 ： 00 ～ 19 ： 00　　　　　 月曜日

http://www7.ocn.ne.jp/~homare/　　　　

P
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　　松伏町ゆめみ野 6-1-50　　　048-992-4911　　　9 ： 00 ～ 20 ： 00　　　月曜日　　　３台　　　　P

40 年作り続けてきた優しい美味しさは、「どこのケーキ屋さんにも負けない」ときっぱり。

クリーム色のメルヘンチックなお店のドアを開けると、オシャレでかわいいケーキがずらりとならぶ。

クッキーやケーキ類の品揃えも豊富で選ぶのが楽しく、贈答品にも最適。

プードルの菓子を求めてわざわざ遠方から訪れる人も多い。

自家製生チョコも作られていてパティシエの菓子作りへの意気込みを感じる元気なお店だ。

米だけで作られたお酒で、精白歩合は 60% と高い特別純米酒。

香りはソフトで、味は満足のいく自信作。

のどごしのすっきりした美味しいお酒。

原料米は米の中心部にある心白（しんぱく）の大きな酒造好適米

「トヨニシキ」から、現在は「さけ武蔵」へとグレードアップ。

よりいっそう美味しいお酒へと成長した。

米だけで作られたお酒で、精白歩合は 60% と高い特別純米酒。

香りはソフトで、味は満足のいく自信作。

のどごしのすっきりした美味しいお酒。

原料米は米の中心部にある心白（しんぱく）の大きな酒造好適米

「トヨニシキ」から、現在は「さけ武蔵」へとグレードアップ。

よりいっそう美味しいお酒へと成長した。

 300ｍｌ　   540 円 （税込）

 720ｍｌ　 1,470 円 （税込）

1800ｍｌ　 2,930 円 （税込）

 300ｍｌ　   540 円 （税込） 300ｍｌ　   540 円 （税込） 300ｍｌ　   540 円 （税込）

 720ｍｌ　 1,470 円 （税込） 720ｍｌ　 1,470 円 （税込） 720ｍｌ　 1,470 円 （税込）

1800ｍｌ　 2,930 円 （税込）1800ｍｌ　 2,930 円 （税込）1800ｍｌ　 2,930 円 （税込）

まつぶし誉
特別純米酒

まつぶし誉
特別純米酒

1 枚 120 円 （税別）マップ―クッキーマップ―クッキー

松伏ポテト松伏ポテト 1個 180 円 （税別）

松伏プリン （カスタードプリン）松伏プリン （カスタードプリン）

1個 170 円 （税別）ゆめみ野かすたあゆめみ野かすたあ

1個 180 円 （税別）

新鮮な卵の美味しさが味わえるプリン。

ほろ苦いカラメルとの相性が Good ！

しっかりした味わいながら軽い口当たりとほのかな甘さ。

エレガントな逸品。

松伏産さつま芋をダイスカットし、

甘露煮にしたものを使用。ホコホコ

のさつま芋がゴロゴロ入って控えめ

な甘さも申し分ない。しっとりとし

た優しい味わいはおススメ。

毎日ふわふわに焼きあげたスポンジに生クリームとカス

タードクリームを合わせた美味しいクリームがたっぷり。

かすかに香ばしく、しっとりとしたカステラと滑らかな

クリームが一体になった絶品。

生地は松伏産の米粉と薄力粉をブレンド。

サクサクとしたなかに、絹のような繊細な食感があるの

は、米粉ならでは。クッキーの表面には松伏町のキャラ

クター「マップーくん」がデザインされている。

お子様のおやつ、ちょっとしたお土産に最適。



若女将　　　　　　　店主：石川次雄

貴重な埼玉県産の地粉を使用し、“もちもち”の名前のとおり、

のどごし、うどんを噛んだ時のもちもちとした食感は、決して

他では味わえない美味しさ。ただ腰が強いだけのうどんとは、

一味も二味も違い、人気が高いのも納得。

2 人前 400g　汁 180ml　揚げ玉付　970 円 （税別）

松伏産のお米を使った美味しい米粉麺が実現。

透き通った美しい麺と米粉独特の「粘り」と「のどごし」。

米粉ならではの今までなかった食感。

現在、週一回の提供（水曜日）。

2 人前 300g　汁 180ml　揚げ玉付　970 円 （税別）

料理長：飯塚裕志

2,600 円 （税込）

川昌にはたくさんのメニューがあるが、一番人気はやはりこ

の蒲焼。創業以来、継ぎ足しのたれで焼きあげ、ふっくらと

口の中で溶ける食感がたまらない。「関東風」「関西風」好み

の料理法を選択できる。

※ 大小宴会承ります。

※ 大小宴会承ります。

最高級の二年物の本枯節、宗田鰹と利尻昆布を使って

丁寧に出汁をとり、毎朝、毎夕、そばを打つ。

“お客様が安心して食べていただけるお店”

“みたす味 うるおう心”をモットーに日々精進。

「最高の味」にかける真剣な語り口には

誠実さと妥協を許さない厳しさが伝わってくる。

この上質な深い旨みの汁に自慢の手打ち麺が加わると

心から満たされた気分になる。

また、名物の鴨料理も人気で独自の逸品を堪能できる。
　　松伏町金杉 1511　　　　　　　　048-992-0123　　　　　10 台

　　昼 11 ： 30-14 ： 00 （LO)　　　　　火曜日

　　夜 17 ： 00-21 ： 00 （LO)　　　　　http://www.kawashou-unagi.com/

P

地粉　もちもちうどん （持ち帰り用パック）地粉　もちもちうどん （持ち帰り用パック）

地粉　まっぷーめん （持ち帰り用パック）地粉　まっぷーめん （持ち帰り用パック）

川昌の蒲焼き川昌の蒲焼き

　　松伏町築比地 1449-7

　　048-992-0487

　　11 ： 00-21 ： 00　LO／20 ： 00

　　月曜日

　　（祝日の場合は営業 ・ 翌日休み）

　　30 台

　　http://sobakatura.com/
P

日本の古き伝統を感じる内装。

天井や壁には古文書、能、

狂言の台本、 昔の戸籍、

借用書なども。

日本の古き伝統を感じる内装。

天井や壁には古文書、能、

狂言の台本、 昔の戸籍、

借用書なども。

うなぎ料理　川昌　うなぎ料理　川昌　

桂の汁はどこにも負けない！
　　最高品質の利尻産の高級昆布と本枯節を
　　　　毎朝削って作るこだわりのダシ。

桂の汁はどこにも負けない！
　　最高品質の利尻産の高級昆布と本枯節を
　　　　毎朝削って作るこだわりのダシ。

「うなぎ料理を通じて日本一と言われるお店にしたい」

うなぎの魅力を探し求めて絶えず研究を続け、これまでの

常識や固定概念を打ち破るようなメニューが並ぶ。

「どうすればもっとお客様に喜んでもらえるか？」

料理の中で新しい感動を生みだすことに喜びを感じる。

「創意工夫の料理人」。

一皿一皿に料理人の熱い思いが伝わってくる。

また、コース料理「うなぎづくし」はバラエティに富んだうなぎ料理が堪能できる。

驚くほど豊富なうなぎメニュー！
うなぎの更なる楽しみを広げるため
感動を求めて新たな挑戦を展開！

驚くほど豊富なうなぎメニュー！
うなぎの更なる楽しみを広げるため
感動を求めて新たな挑戦を展開！

そば処　桂　そば処　桂　

スナッグゴルフは、米国のプロゴルファーが開発した、安全

に楽しくコースプレイや練習ができる新しいゴルフ。 子供から

高齢者まで、楽しく、安全にプレイや練習ができます。松伏

町商工会が主体となり「まつぶしスナッグゴルフ協会」を設

立し、現在も小学生を対象に指導活動を行っています。

2010 年には、日本ゴルフツアー機構（以下ＪＧＴＯ）のご配

慮を得て、第８回スナッグゴルフ対抗戦　ＪＧＴＯカップ全

国大会への出場も果たしました。現在、月 1~2 回の練習を行っ

ています。詳しくは松伏町商工会まで。

スナッグゴルフは、米国のプロゴルファーが開発した、安全

に楽しくコースプレイや練習ができる新しいゴルフ。 子供から

高齢者まで、楽しく、安全にプレイや練習ができます。松伏

町商工会が主体となり「まつぶしスナッグゴルフ協会」を設

立し、現在も小学生を対象に指導活動を行っています。

2010 年には、日本ゴルフツアー機構（以下ＪＧＴＯ）のご配

慮を得て、第８回スナッグゴルフ対抗戦　ＪＧＴＯカップ全

国大会への出場も果たしました。現在、月 1~2 回の練習を行っ

ています。詳しくは松伏町商工会まで。

商工会の地域活性化事業 ②商工会の地域活性化事業 ② スナッグゴルフスナッグゴルフ

マップーくん松伏町のイメージキャラクター

松伏町のＰＲキャラクター 「マップー」 は、 平成 12 年に生まれました。

松伏町のスペイン風風車をモチーフにしてデザインされたもので、 性別は男の子。

好きな食べ物は、 「久寿餅」 と 「カレーライス」 だそうです。

町のイベントの時にハグしてもらえるかも！
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創業百十有余年、古くは田山花袋、高浜虚子が来店したという記録も残る。

特に高浜虚子は舟をしたて句会を催し、川を下り当店にて食事をした

という随行者の本が現存している。

昔は松伏にも川の漁師がいて、当店の前を流れる古利根川でとれた

鰻や鯉、なまずなど売りにきていて地場産を仕入れていた。

現在では鰻を主とした伝統的な川魚料理に加え会席料理、宴席料理など幅広く提供している。

１００人収容の大広間、小間４部屋そして１階にはお気軽に食事を楽しんでいただけるよう和風レストラン

「以志津香」がある。秘伝のたれと焼き方にこだわった自慢の鰻重をはじめオリジナリティーあふれる料理と

お酒で地元のお客様をはじめ遠方のお客様にもご満足いただいている。
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石塚　岳　　社長：石塚　章雄

石塚家　石塚家　

【伝統芸能】ササラ獅子舞【伝統芸能】ササラ獅子舞

音楽の街音楽の街

川の街川の街

花の街花の街

お米の街お米の街

ほたるの街ほたるの街

松伏町松伏 2243　　　　048-991-2408　 　１５台

10:00 ～ 22:00　　　　　月曜日

http://www.ishizukaya.com/

P

伝統の味をさらに美味しく。
　秘伝のたれと焼き方で、
　　絶妙の味と食感を実現！！

伝統の味をさらに美味しく。
　秘伝のたれと焼き方で、
　　絶妙の味と食感を実現！！

高騰を続ける鰻料理をもう少し食べやすくという店主の思い

からできた逸品。鰻とタレかけご飯のおいしさを是非。

リーズナブルな値段で提供する為、竹皮で包み餅米等を入れ

て「ちまき」にしました。

※ うなぎちまきは「レストラン以志津香」で提供しています。

1 個　350 円 （税別）うなぎちまきうなぎちまき

毎月、原則として最終日曜日、松伏町松葉にある松伏町ショッピングセ

ンター駐車場で「平成の楽市楽座」（フリーマーケット）を開催してます。

朝 9時から 12時までの開催ですが、手作り品や野菜、古着など様々な

商品が並び、買い物をするのも、売り手買い手の会話をするのも楽しく、

大勢の人で賑わいます。ぜひ、お越しください。

※）出店申し込みを希望する場合は、出店を希望する月の 5日までに

往復はがきで申し込みます。（希望が多い場合は抽選）

出店料は無料です。詳しくは松伏町商工会まで。

毎月、原則として最終日曜日、松伏町松葉にある松伏町ショッピングセ

ンター駐車場で「平成の楽市楽座」（フリーマーケット）を開催してます。

朝 9時から 12時までの開催ですが、手作り品や野菜、古着など様々な

商品が並び、買い物をするのも、売り手買い手の会話をするのも楽しく、

大勢の人で賑わいます。ぜひ、お越しください。

※）出店申し込みを希望する場合は、出店を希望する月の 5日までに

往復はがきで申し込みます。（希望が多い場合は抽選）

出店料は無料です。詳しくは松伏町商工会まで。

平成の楽市楽座平成の楽市楽座商工会の地域活性化事業 ③商工会の地域活性化事業 ③

松伏町ってこんなところ！！

松伏町のささら獅子舞は、五穀豊穣、悪疫退散を願って正保年間に松伏神社で始まった

ものと伝えられ、現在も夏祭り（７月１５日に近い日曜日）に奉納されています。松伏

神社境内に筵（むしろ）を８枚敷き合わせ、四隅に青竹を立てて注連縄を張り、太夫獅子、

中獅子、女獅子の３頭と花笠４人、笛数人、巻物持ちで舞っています。

水がきれいで田んぼが多い松伏町には、昔から蛍がたくさんいました。

最近は松伏町でも野生のホタルがすっかり少なくなりましたが、「ほたる保存

会」の方々がほたるを飼育しています。毎年7月に開催される「ホタル鑑賞とミニコンサートの夕べ」では、

たくさんのホタルを鑑賞できます。

春の初めには土手の菜の花が一斉に咲きだし、川岸の桜並木と見事な絵を見せ

てくれます。春には、ポピーやムギセンノウの、また

秋にはコスモスの花摘みも行われ「まつぶし緑の丘公園」はたくさんの人でにぎわいます。

松伏町には、日本屈指の残響効果を持つ田園ホール・エロー

ラがあり、クラシックなどのコンサートが催されています。

町内唯一の高校「松伏高校」は、公立高校では数少ない「音楽科」が設置されており、整っ

た設備の音楽棟を有しています。また、エローラ通り沿いには楽器を弾く少年少女の銅像

もあり、音楽の街としての雰囲気を醸し出しています。

松伏町は、東から「江戸川」「中川」「古利根川」と3本

の川があり、自然に恵まれた町です。昔からその川を使っ

て流通が盛んにおこなわれていました。川の水もとてもきれいで、川魚を使った料理が

発達した所以です。5月頃には鯉が川を上る「遡上」が見られます。

松伏町は大部分が沖積低地で、地形的にも非常に水利に

恵まれた土地柄で、安定して良質なお米が穫れるため、

昔から稲作中心の農業が行われ美味しいお米が生産されてきました。江戸時代には、「天領」として江戸幕

府の直轄地として扱われていました。松伏町で栽培されている主な品種は、コシヒカリ・キヌヒカリ・彩の

かがやき・日本晴・ミルキークイーン・もち米・黒米などとなっています。

松伏町は、人口 3万人の小さな町です。

電車の駅はありませんが、バス路線が充実していて、せんげん台駅、北越谷駅、

南越谷駅、越谷レイクタウン駅、吉川駅、野田駅へ行くことができます。




