
坂戸駅
エリア
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20日 　　ー26日月 日

さかど街バルの楽しみ方
まずは、バルチケットを
事前に購入!
バルチケットの購入は、坂戸市商工会へ！

1

パンフレットでお店をチェック!
パンフレットには参加店自慢の限定バルメ
ニューが数多く掲載されています。気になる
お店を探してみてください。
※数量限定メニューにご注意

2

バルチケットとパンフレットを
持って、お店をハシゴ!
気になるお店はこの機会に足を運んでみては。
お一人様でハシゴをしても良し、お友達やご
家族とチケットをシェアしても良し。きっと、
あなたのお気に入りのお店が発見できます。
参加店には、お食事はもちろん、フラワーア
レンジメントなどのメニューもご用意。

3

バルチケットは
「あとバル」にも使えます!
開催期間中に使い切れなかったバルチケット
は2017年11月27日（月）～12月10日（日）までの
間、1枚500円の金券として「あとバル」参加店で
ご利用いただけます。
※「あとバル」参加店は当パンフレットでご確認ください

4
プレミアムバルチケット 500円×5枚綴り

2,000円で販売!2,500円

27日 11 月 日

11
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ご注意
●さかど街バルチケットは、「さかど街バル」専用です。他のイベントには使用できません。
●チケットを数人で分けてご利用いただくことも可能です。
●チケットは、いかなる場合でも換金・払い戻し・再発行はできませんのでご了承ください。
●街バル開催日程・時間および参加店営業時間は各店舗によって異なりますので、パンフレットなどでご確認ください。
●より多くの方が街バルを楽しめるよう、参加店では混雑時における長時間の滞在はご遠慮ください。
●バルメニュー以外のメニューを追加オーダーされる場合は、チケットは利用できませんので、現金などでのお支払いをお願いします。
●街バルの内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●未成年の飲酒や飲酒運転は法律で禁止されています。

さかど街バル実行委員会（坂戸市商工会内）　

TEL  049 - 282 -1331（平日9：00～ 17：00）
http://www.sakado.or.jp/
mail  info@sakado.or.jp
主催　さかど街バル実行委員会

坂戸駅エリア

化粧品店フジヤ

バル券2枚で「ハッピーフェイシャル
エステ（15分）」（1,533円相当）
（限定1日4名）

資生堂のベネフィークが美容機器Refa とコラ
ボした15分ハッピーエステ。20日 ･21日が
おすすめ。女性限定。

参加日 20日（月）･21日（火）･24日（金）･25日（土）
バルタイム 10:30~18:00

●住　所／坂戸市日の出町1-25
●ＴＥＬ／049-281-2648
●営業時間／9:30~19:00
●定休日／水 ･日曜 ･祝日
●P／2,000円以上お買い上げで提携Pサービス券

あとバル参加

1 炭火焼牛タン103（いちまさ）

  名物熟成厚切り牛タン＋そら豆天＋
酒類１杯（1,540円相当）

  坂戸に今年オープンした、牛タン専門店。人気
の定食から宴会メニューまで幅広く利用できる。

参加日   20日（月）～26日（日）
バルタイム   営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町5-21-2F
●ＴＥＬ／049-227-6660
●営業時間／11:30~14:30､ 17:30~21:30
●定休日／無休　●P／タイムスのサービス券あり

2 広東家庭料理おかむら

バル券2枚で「エビのチリソース+
四川風ミニむし鶏」（1,500円相当）

すべての料理が注文を受けてからスタート。も
ちろん手作り。身体も心も喜ぶ美味しさを存分
に堪能できる。

参加日 20日（月）･22日（水）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町13-19
●ＴＥＬ／049-215-4448
●営業時間／11:30~14:00､ 17:30~21:30
●定休日／火曜　●P／なし

あとバル参加

3 なにかや松肇（まつとし）

バル券2枚で ｢お通し ･ 生ビール ･しし
ゃも唐揚（1,171 円相当）｣ ※生ビール
はチューハイ各種にも替えられます。

隠れ家のような佇まいも魅力的な店。料理は店
主こだわりの逸品揃い。魚は釣りものあり、肉
はステーキが自慢。

参加日 20日（月）~22日（水）･24日（金）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町13-22
●ＴＥＬ／049-281-1824
●営業時間／17:00~24:00
●定休日／木曜　●P／なし

4

クリーニングハウス POPO 坂戸駅前店

ドライ品700円引き（Yシャツと特
殊品除く､ 仕上り日指定不可）

『本場京都の染み抜き技術習得店です。全品品
質保証付きで安心！ご納得いくまで何回でも仕
上げ直し致します。』

参加日 20日（月）~22日（水）･24日（金）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町14-8
●ＴＥＬ／049-292-1084
●営業時間／9:00~19:00
●定休日／木曜　●P／なし

あとバル参加

5 丸三米穀店

バル券2枚で「つや姫玄米３㎏」
（1,230円相当）

昭和26年創業の老舗。山形のつや姫など東北
産を中心に仕入れ、自家精米工場で精米仕立て
の米を届けている。

参加日 20日（月）~25日（土）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町16-50
●ＴＥＬ／049-283-0303
●営業時間／9:30~18:30
●定休日／日曜　●P／1台

あとバル参加

6 旬菜 五臓六腑 坂戸店

バル券2枚で「選べる生ビール＋
旬の刺盛1人前」（1,200円相当）

『厳選された産直の鮮魚を扱う和食居酒屋。旬
の食材やお酒を楽しめます。一緒に街バルを盛
り上げましょう！』

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町14-3-101
●ＴＥＬ／049-282-3688
●営業時間／17:00~24:00
●定休日／水曜　●P／なし

7 梅泉堂（和菓子）

バル券4枚で「和菓子の詰め合わせ」
（3,000円相当／限定1日10食）

『昭和8年創業の老舗和菓子店。心を込めて作っ
た昔ながらの坂戸の味をご堪能ください！』

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市日の出町9-21
●ＴＥＬ／049-281-0148
●営業時間／10:00~18:00
●定休日／友引　●P／なし

あとバル参加

8 ハナサダ本町店（フラワーショップ）

可愛いお花のアレンジメント
（1,000円相当）

昭和16年創業。坂戸駅北口より徒歩5分。誕
生日・開店祝・葬儀など、新鮮なお花を用途や
予算に応じ、良心的な価格で提供。

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市本町10-27
●ＴＥＬ／049-289-4321
●営業時間／（平日）9:00~19:00 （日）9:00~18:00
●定休日／元旦から5日間　●P／2台

あとバル参加

9

ハナサダ三光町店（フラワーショップ）

可愛いお花のアレンジメント
（1,000円相当）

昭和16年創業。坂戸駅北口・南口より徒歩8
分。誕生日・開店祝・葬儀など、新鮮なお花を
用途や予算に応じ、良心的な価格で提供。

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市三光町6-3
●ＴＥＬ／049-281-0354
●営業時間／（平日）9:00~19:00 （日）9:00~18:00
●定休日／元旦から5日間　●P／2台

あとバル参加

12 ちゃおず

餃子のテイクアウト3人前（焼餃子
又は生餃子）+餃子型のストラップ

『美味しさがさらにパワーアップしました。お
子さまにも大人気の「ちゃおずの餃子」をお土
産にどうぞ。』

参加日 20日（月）･22日（水）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市三光町21-5
●ＴＥＬ／049-282-0116
●営業時間／11:30~21:00
●定休日／火曜　●P／2台

あとバル参加

13 岸田整骨院

バル券 2枚で「70周年記念特別矯
正コース（猫背 ･骨盤）」（3,240円
相当）（限定1日10名）

『背中や肩がコチコチだったり頭痛や疲れやす
いなど、お体楽になりたい方、ソフトに確実に
改善します。ぜひご体験ください。』

参加日 20日（月）~22日（水）･24日（金）・25日（土）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市三光町22-25
●ＴＥＬ／049-281-4208
●営業時間／（平日）10:00~13:00､ 16:00~20:00 （土）9:00~13:00
●定休日／日曜 ･祝日　●P／11台

あとバル参加

14

そうま坂戸店

バル券4枚で「いろどり膳」
（限定1日20食）

『漁港直送！競りで買い付けた鮮魚を板前が美
味しく提供します。』

参加日 20日（月）~24日（金）
バルタイム 17:00~21:00

●住　所／坂戸市中富町65-5
●ＴＥＬ／049-288-0112
●営業時間／11:00~21:00
●定休日／大晦日 ･元旦　●P／40台

あとバル参加

15 ZAKKA SHOP LOOP

オリジナルドリップコーヒー
5個セット

楽しい・面白い雑貨やハンドメイド雑貨がバラ
エティ豊かに揃っている。好評のワークショッ
プも毎月開催！

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市南町31-1
●ＴＥＬ／049-298-4008
●営業時間／11:00~18:00
●定休日／水曜　●P／1台

あとバル参加

16 坂戸グランドホテル「ラパン（レストラン）」

バル券 2枚で「おトクなワンプレー
トランチ野菜寿司付き」
（限定1日20食）

プレートランチにカワイイ野菜寿司が付いた和
洋コラボの満足ランチ。魚・肉のどちらかチョ
イスできます。（予約不可）

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム ランチタイムのみ

●住　所／坂戸市関間2-6-32
●ＴＥＬ／049-281-4122
●営業時間／11:30~14:30（土日祝~15:00）､ 17:00~22:00
●定休日／年末年始　●P／130台

あとバル参加

17 肉のイケダヤ

からあげ（300g） 又は 
焼豚（150g）

『焼肉やすき焼きにオススメの、とびきりおい
しい和牛肉を用意しています。手作りのお惣菜
も豊富です。』

参加日 20日（月）~22日（水）･24日（金）･25日（土）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市柳町45-21
●ＴＥＬ／049-284-4129
●営業時間／9:00~20:00
●定休日／日曜 ･祝日　●P／なし

あとバル参加

19坂戸グランドホテル「遊宴（日本料理）」

バル券 2枚で「おトクなワンプレー
トランチ野菜寿司付き」（限定 1日
20食）

プレートランチにカワイイ野菜寿司が付いた和
洋コラボの満足ランチ。魚・肉のどちらかチョ
イスできます。（予約不可）

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム ランチタイムのみ

●住　所／坂戸市関間2-6-32
●ＴＥＬ／049-281-4122
●営業時間／11:30~14:30（土日祝~15:00）､ 17:00~22:00
●定休日／年末年始　●P／130台

18

あとバル参加

元家うめのや 坂戸店

バル券2枚で「京都甘露醤油らーめん
or塩たんたんらーめん+ぎょうざ
orうめのや丼」

京都の醤油蔵で二年半熟成させた甘露醤油と鳥
骨や動物系と魚介を併せたスープは、中細ちぢ
れ麺との相性抜群！

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市八幡2-1-6
●ＴＥＬ／049-288-3500
●営業時間／（月~土）11:30~翌2:00（日曜は0:00まで）
●定休日／無休　●P／8台

あとバル参加

10 花やさん Tフローリスト

バル券を金券として使用した方に
｢栄養剤｣ をサービス

『坂戸駅から徒歩1分のお花やさんです。ワク
ワク・ドキドキの品揃えで、みんなハッピー！
お待ちしています。』

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市三光町2-4
●ＴＥＬ／049-281-1504
●営業時間／9:00~19:00
●定休日／無休　●P／3台

あとバル参加

11

バルチケットは期間中
下記タクシー会社の金券として
ご利用できます。

タクシーのご利用にも !

三芳野タクシー 049-283-3440

千代田交通 049-281-6393

スマイルタクシー 049-282-0088

坂戸タクシー 049-281-0023

日彩交通 0120-2131-86

川乗三和タクシー 049-281-1130
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クランツ洋菓子店

バル券1枚で「マカロン4コ」又は
「クッキー小袋 3個入」､ バル券 2
枚で「パウンドケーキ6個入」

『北坂戸駅前に開店し30年。今後も感謝を込
めてケーキ作りに励みます』

参加日 21日（火）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町1-2-106
●ＴＥＬ／049-289-1036
●営業時間／9:00~20:00
●定休日／月曜　●P／なし

20 居酒屋 ふくたけ

お通し+ドリンク1杯のバルメニューの
他、700円のどじょう柳川鍋を550円で、
550円のどじょう唐揚げを400円で提供

『当店はどじょうも扱う居酒屋です。バルメニ
ューは、限定1日10食です。』

参加日 20日（月）~23日（木･祝）
バルタイム 17:00~22:00

●住　所／坂戸市薬師町2-9
●ＴＥＬ／049-282-3025
●営業時間／17:00~23:00
●定休日／日曜　●P／なし

あとバル参加

21 イタリア食堂 キャリオカ

バル券2枚で「牛すじ肉の赤ワイン煮・
ガーリックトースト添え+グラスワイ
ンorグラスビール」（1,404円相当）

創業40年の実績を誇るイタリアン。牛すじ肉
の赤ワイン煮は人気メニューの一つで、手間ひ
まかけた絶品！

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町2-18
●ＴＥＬ／049-283-4285
●営業時間／11:00~21:00
●定休日／水曜　●P／3台

あとバル参加

22 中国料理 龍馬

おすすめ小皿12種（酢豚､ 海老のチ
リソース､ 銀杏エビなど）から１品

『料理の基本である米は坂戸市小沼の契約農家
から仕入れ、ベテラン料理人が腕に磨きをかけ
て調理しています。』

参加日 21日（火）･22日（水）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町9-2
●ＴＥＬ／049-281-6118
●営業時間／11:30~14:30､ 17:30~21:30
●定休日／月曜　●P／7台

あとバル参加

23

まるとや酒店

バル券2枚で ｢サントリー角ハイボ
ール6缶｣

開業して40年超、地元に親しまれている「ま
ちの酒屋さん」｡ 豊富な酒類の他、タバコやお菓
子なども販売。

参加日 20日（月）･21日（火）･24日（金）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町10-13
●ＴＥＬ／049-282-0942
●営業時間／10:00~19:30
●定休日／木曜 ･第 3水曜　●P／なし

あとバル参加

24 けやき（レストラン）

バル券2枚で「牛ステーキ」
（1,200円相当）

肉料理をメインに多彩なメニューを用意。ボ
リュームたっぷりで、しかもリーズナブルな価
格で提供している。

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町12-2
●ＴＥＬ／049-281-1979
●営業時間／（平日）11:00~15:00､17:00~22:00
 　　　　　  （土 ･日 ･祝）11:00~22:00
●定休日／木曜　●P／14台

あとバル参加

25 坂戸赤レンガ接骨院

バル券2枚で ｢全身｣ ｢足｣ ｢頭 ･ 顔｣
いずれかを手技15分他（1,620円
相当）、あとバル同メニュー

痛みの根本改善を徹底追及。交通事故指定院。
酸素カプセル有り。充実したマシンでトレーニ
ング月2,900円~！

参加日 20日（月）･21日（火）･24日（金）･25日（土）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町16-7
●ＴＥＬ／049-298-4976
●営業時間／9:00~12:00（土曜11:00まで）、
　　　　　15:00~19:00
●定休日／日曜 ･祝日 ･水曜　●P／5台

あとバル参加

26 焼肉 やっちゃん

  バル券2枚で「やっちゃん定食」

  コストパフォーマンス抜群の質の良い肉が味わ
える店。バルメニューの「やっちゃん定食」で
お確かめを。

参加日   20日（月）･23日（木･祝）～26日（日）
バルタイム   17:00～20:00

●住　所／坂戸市薬師町17-21
●ＴＥＬ／049-284-0925
●営業時間／17:00~翌 3:00
●定休日／火 ･水曜　●P／8台

あとバル参加

27 Pa^tisserie HAPI HAPI
（パティスリー　アピアピ）（ケーキ）

バル券 1枚でお好きなケーキ1個と
180円までの焼菓子1個､ バル券2
枚でお好きなケーキ3個

見てハッピー、食べてハッピーになれるお菓子
を多彩にラインナップ。外観・店内のお洒落な
雰囲気も素敵。

参加日 20日（月）･22日（水）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町22-3-101
●ＴＥＬ／049-299-8858
●営業時間／9:30~19:30
●定休日／火曜　●P／2台

あとバル参加

28

つけ麺 二代目 いさお

バル券 2枚で「濃厚つけ麺並盛 or
大盛+おすすめトッピング」

豚骨ベースに数種類の魚介をブレンドした濃厚
スープ。国産小麦使用の極太麺。それらが絶妙
に絡み合う。

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町23-4-101
●ＴＥＬ／049-298-8377
●営業時間／（月~金）11:00~15:00､ 17:30~22:00 
　　　　　　 （土 ･日 ･祝）11:00~22:00
●定休日／無休　●P／7台

あとバル参加

29 milto 北坂戸本店

手羽先と北海道ポテトセット

揚げたてのから揚げ弁当が自慢のミルト北坂戸
本店。おつまみにもピッタリな手羽先を、今回
街バルに提供！

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市薬師町23-4-101
●ＴＥＬ／049-298-3023
●営業時間／12:00~19:00
●定休日／元旦　●P／8台

あとバル参加

30 食べチャイナ 万平（中華居酒屋）

バル券2枚で「青菜炒め＋ドリンク」
（限定1日30食）

ＴＶでも紹介された絶品メニュー。葉酸を多く
含んだ大人気の青菜炒めとお好きなドリンクの
お得なセット！

参加日 20日（月）~22日（水）･24日（金）~26日（日）
バルタイム 18:00~20:00

●住　所／坂戸市薬師町29-9
●ＴＥＬ／049-283-0359
●営業時間／18:00~22:00
●定休日／木曜　●P／8台

あとバル参加

31 和菓子処 さかど

「さかっちどら焼」2個+自家製品
（100円～120円）2個

最高級の材料を使用し、1個ずつ心を込めた手
作りの逸品。季節の和菓子を彩りもゆたかに取
り揃えている。

参加日 21日（火）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市末広町5-17
●ＴＥＬ／049-289-2227
●営業時間／9:00~18:00
●定休日／月曜　●P／なし

あとバル参加

32 クリーニングハウス POPO本店

ドライ品700円引き（Yシャツと特
殊品除く､ 仕上り日指定不可）

『本場京都の染み抜き技術習得店です。全品品
質保証付きで安心！ご納得いくまで何回でも仕
上げ直し致します。』

参加日 20日（月）~22日（水）･24日（金）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市清水町6-1
●ＴＥＬ／049-283-2283
●営業時間／9:00~19:00
●定休日／木曜　●P／3台

あとバル参加

33

大穀 坂戸店

赤天+生ビール中ジョッキ（1,080円
相当） ※ノンアルコールビール変更可

「コープデリ宅配のお試しセット」
バル券1枚用と2枚用の2種類

活ニホンウナギを店内でさばき、紀州備長炭で
焼き上げる鰻料理の店。小骨を抜いてあるので
安心して食べられる。

お電話で「さかど街バル」とお伝えください。
チケットは販売員訪問時にお渡しください。
商品は宅配でお届け。

参加日 20日（月）~24日（金）
バルタイム 営業時間と同じ

参加日 20日（月）~24日（金）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市鎌倉町16-14
●ＴＥＬ／049-283-7123
●営業時間／11:00~21:00
●定休日／無休　●P／40台

●ＴＥＬ／0120-608-216
●営業時間／10:00~20:00　
●定休日／土曜 ･日曜  

34

恵比寿羅亜麺（ラーメン）

えびすラーメン又は塩ラーメン又は
ビール+おつまみもつ煮

豚鶏ガラと魚系ダシのWスープに手もみちぢれ
麺。柔らかい豚バラチャーシューをのせた佐野
系ラーメン。

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田3-5-5-105
●ＴＥＬ／090-4925-5603
●営業時間／11:00~21:00
●定休日／不定休　●P／2台

あとバル参加

39 パティスリー リュフレ（ケーキ）

バル券2枚を金券として使用した方
に ｢フレッピちゃんのマドレーヌ｣ 1
個進呈

『可愛らしいケーキから大人向けのケーキま
で、ご家族みなさんで楽しめるよう種類豊富に
そろえております。』

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田3-20-7
●ＴＥＬ／049-299-8639
●営業時間／10:00~20:00
●定休日／水曜　●P／3台

あとバル参加

40 ブーケ・ド・ビアンカ（フラワーショップ）

アレンジメント・花束・苗の中から
700円相当のお好きなものを提供

『特別なギフトをはじめ、ブライダルや葬儀な
ど、お花に関することなら何でもお気軽にご相
談ください。』

参加日 20日（月）･22日（水）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市関間4-15-10
●ＴＥＬ／049-288-4878
●営業時間／10:00~19:00
●定休日／火曜　●P／あり

41 やきとりBAR HIBIKI＋若葉店

バル券2枚で「店長おすすめやきと
り5本とグラスドリンク1杯」
（1,339円相当）

女性も入りやすい明るい店内。ゆったりとお酒
を飲みながら、やきとりを楽しめるバル風の店。

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 17:00~23:00

●住　所／坂戸市千代田3-22-15
●ＴＥＬ／049-281-3000
●営業時間／（テイクアウト）16:00~22:30､
                （店内）17:00~23:00
●定休日／不定休　●P／なし

あとバル参加

42 cocoro（カフェ）

抹茶バウムクーヘンとコーヒー
（ホットor アイス）

『農水大臣賞受賞のこだわり卵をたっぷり使っ
たバウムクーヘン。コーヒーとともに、ゆった
りした時間をお楽しみください。』

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田3-22-18
●ＴＥＬ／049-227-3904
●営業時間／10:00~18:00
●定休日／無休　●P／なし

あとバル参加

43

とりの助 坂戸にっさい店

鶏醤油ラーメン

自家製麺がウリのラーメン専門店。バルメニュー
の「鶏醤油ラーメン」は通常680円（税込）。
ぜひこの機会に。

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 17:00~23:40

●住　所／坂戸市にっさい花みず木2-14-1
●ＴＥＬ／049-270-2495
●営業時間／11:00~深夜0:00（LO23:40）
●定休日／年末年始　●P／あり

あとバル参加

44

元家うめのや にっさい本店

バル券2枚で「京都甘露醤油らーめ
ん or 肉味噌らーめん+ぎょうざ or
うめのや丼」

京都の醤油蔵で二年半熟成させた甘露醤油と鳥
骨や動物系と魚介を併せたスープは、中細ちぢ
れ麺との相性抜群！

参加日 20日（月）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市にっさい花みず木4-8-1-1F
●ＴＥＬ／049-296-9280
●営業時間／11:00~22:00
●定休日／無休　●P／24台

あとバル参加

45

手打そば 悠

バル券2枚で「そば膳セット」
（1,200円相当）

『北海道音威子府の契約農場から仕入れたそば
粉100%使用。香り高い極上の手打そばをご
賞味ください。』

参加日 20日（月）･22日（水）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田1-14-6
●ＴＥＬ／049-282-6666
●営業時間／11:30~15:00､ 17:00~21:00
●定休日／火曜　●P／あり（店に問合せ）

あとバル参加

35 江戸屋（うどん・そば）

肉汁付うどんorそば（650円相当）

うどん・そばは店主こだわりの自家製麺。数多
い定食類もおすすめメニューで、いずれもボ
リュームたっぷり。

参加日 20日（月）~24日（金）･26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田2-6-77
●ＴＥＬ／049-283-5902
●営業時間／11:00~15:00､ 17:00~20:30
●定休日／土曜　●P／4台

あとバル参加

あとバル参加

36 御菓子司 松山楼

バル券3枚で「特製和三盆糖かすて
いら」（1,620円相当）

徳島県産の最高級サトウキビを使用した「特製
和三盆糖かすていら」の他、どら焼、栗最中、
豆大福、赤飯なども美味。

参加日 20日（月）･21日（火）･23日（木･祝）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田2-6-78
●ＴＥＬ／049-281-3011
●営業時間／9:00~19:00
●定休日／水曜　●P／3台

あとバル参加

37 アサカベーカリー（パン）

金券としてご使用した方に食パン1斤
（200円）又は塩パン（2コ入り180
円）をサービス

毎朝7:30より焼きたてパンを販売する人気の
パン屋。

参加日 22日（水）~26日（日）
バルタイム 営業時間と同じ

●住　所／坂戸市千代田2-19-20
●ＴＥＬ／049-283-7151
●営業時間／7:30~18:30
●定休日／月曜 ･第 3火曜　●P／3台

あとバル参加

38

生活協同組合 コープみらい
コープデリ坂戸センター

あとバル参加


