


私たちの吉川は豊かな河川に挟まれ古くは

江戸からの荷の船着場として栄えていたこ

ともありました。

その頃から吉川の商業は様々なお客様をお

迎えし喜んで頂くために発展してまいりま

した。

この「 よしかわ一店逸品」 はその精神を今

現在に引き継ぎ、 加盟しているそれぞれの

お店が皆様に喜んでいただける自慢の商品

やサービスをご紹介しております。

そしてお店とお客様が互いに笑顔で繋がり

この私たちの吉川がもっと元気になるよう

情報発信をしていきますのでご活用いただ

ければ嬉しく思います。

「 よしかわ一店逸品 」 について
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ランチで気軽に美味しい時間　旬の新鮮食材を “まちの洋食屋さん” で！

「ハンバーグおこげ」は、大人気のロングセラーメニュー。国産豚と A4 ～
A5 ランクの和牛を使ったハンバーグには、赤ワインを効かせてじっくり
煮込んだデミグラスソースがたっぷり。冬はこってり、夏はさらっとした
作りに変えるこだわりよう。半熟卵もアクセントだ。ゴマがたっぷりで香
ばしいおこげご飯の下には、ネギととろけたチーズが敷いてある。香りと
食感のコントラストが楽しい逸品だ。さくら通り沿いの 2 号店 “ ブラッセ
リー・ミエル ”048-999-6820 にもどうぞ！

「ハンバーグおこげ」（サラダ、スープ付）　
ランチ 1,100 円

Restaurant koyano（ レストランコヤノ）

吉川市栄町 1463-7　☎ 048-982-6167
営業時間：11:00 ～ 15:00（LO.14:30）／ 17:00 ～ 21:30（LO.21:00）
休日：木曜日
※時間変更の場合があります。電話でお問い合わせください。 

わざわざ遠方からも “なまず” を食べに！なまず料理の認知を高めた名店

地元吉川産の養殖なまず消費量ナンバーワン。多数の TV 取材で、ウナギ
の代わりのなまずではなく、“ なまずの美味しさ ” を伝え続けて認知を高め、
ポピュラーな食材にした名店だ。なまず料理を少しずつ気軽に楽しみたい
方には、「なまずコース」がオススメ。先付、なまず刺身、天ぷら、たた
き揚げ、南蛮漬けと、“ なまず ” 料理のいろいろが味わえる。テーブル席
で気軽に食べるもよし、広々とした個室でゆっくりと食事を楽しむことも
できる。

割烹　ますや

吉川市平沼 148　☎ 048-982-0022 
営業時間：11:00 ～ 20:00（LO.19:30） 
休日：不定休 
http://masuyayoshikawa.web.fc2.com/

「なまずコース」2,890 円

より親しめるお店を目指して 今春リニューアルオープン！

テイクアウト専門の売り場とカラオケルームを併設して、今春リニュー
アルオープン予定。ダチョウをはじめ珍しい肉刺し、豊洲直送の旨みの
凝縮したマグロが格安に味わえる居酒屋だ。カウンター席やテーブル席
の他、座敷や個室もあり宴会もできる。「宴会料理」6 品 2,200 円～は、
メニューや金額の相談に気軽に応じてくれる。お子様のお料理にも柔軟
に対応してもらえ、家族連れも安心して気軽に美味しい料理とお酒を楽
しめる。カクテルの種類も豊富。法事利用は昼間の予約も可能だ。

穂思

吉川市中井 2-67-4　☎ 048-981-5814 
営業時間：16:00 ～ 24:00（LO.23:00)
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。
休日：火曜日 
http:// 吉川フードダイニング穂思 .com/

まぐろ刺身　580 円　ダチョウ刺し　1,080 円　
鶏ハツ刺し　1,000 円



 

 

吉川市木売新田 5-1　☎ 048-940-2988 
営業時間：＜平日＞ 11:30 ～ 22:30（休憩 15:00 ～ 17:00 ／ LO. フード 21:30
ドリンク 22:00）＜土日祝日＞ 11:30 ～ 22:30（LO. フード 21:30 ドリンク 22:00）

休日：月曜日（祝日の場合は翌日）※ GW、年末年始、お盆は営業時間変更あり 

http://www.yakiniku-gontaka.com/ 

” 新鮮で美味しい肉を安くたくさん食べてもらうこと ” をモットーに、良
質な肉の仕入れ、タレの漬け込み、肉本来のおいしさの引き出し方の修行
を日々重ねている。「ファミリー大皿」は、骨付きカルビ、アンガス牛ハ
ラミ、和牛ロース、鶏カルビ、ソーセージとお子さんが好きなものを中心
にした盛皿。美味しくてボリュームがあり、お財布にも優しく、みんなが
笑顔になる。リピーターも多い。こんな時だからこそ、家族で楽しく焼肉
を食べて元気になろう。

焼肉家　ごんたか
「ファミリー大皿」３～ 4 人前　4,378 円　
骨付きカルビ、アンガス牛ハラミ、和牛ロース、
鶏カルビ・ソーセージの盛皿

ロースター換気で安心安全　家族で楽しく焼肉を！

ホシノ天然酵母パンと素材にこだわった食事を楽しめるカフェ

“ 身体にやさしく健康的であること ” を大切にしているベーカリーカフェ。
お好きなパンとドリンクを店内で楽しめるほか、地元の無農薬野菜を使っ
た日替わりランチ 1,000 円～もいただける。「生食パン」は、天然酵母の
香りを大切にしながらギリギリまでたっぷりの水分を加えることで、しっ
とりもっちり、豊かな香り、風味、甘みが堪能できる。夜カフェでは、ワ
イン、クラフトビールなどアルコールと一緒に、自家製ローストビーフな
どお酒にあう食事の提供もある。

Bakery&Cafe　FEU CLAIR ～フークレール～

吉川市保 1-20-9　☎ 048-915-2035 
営業時間：（月～木）10:00 ～ 19:00 （金・土・日）10：00 ～ 21：00  ＜夜カフェ＞～ 21:00
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。

休日：毎週月曜、第 2，4 火曜日 
https://www.hotpepper.jp/strJ001210113/

「なまりんあんぱん」（店内 154 円・持ち帰り 150 円）
「ロゴ入り生食パン」１斤（持ち帰り 540 円）
半斤（持ち帰り 270 円）

今年大人気のおすすめセット！

レストランこはまや

吉越橋交差点際、昭和 23 年創業以来変わらぬ味を守り続ける “ まちの食
堂 ”。「マーボーナス・こはまやヤキソバ」セットは、甘みと辛味のバラ
ンスがよい広東風の麻婆茄子と、こはまやを代表する焼きそばのセット。
コロナ渦で、元気応援のために破格の価格で提供して大人気となってい
る。洋食、中華など品数豊富なメニューから、汁物、サラダ以外はテイ
クアウトできるので、お店の味をご自宅でも楽しめる。伝統の食堂は、
新しい生活様式にも対応している。

吉川市保 101-2　☎ 048-982-0107
営業時間：11:00 ～ 14:00LO. ／ 17:00 ～ 20:00LO.（早じまいあり）
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。
休日：木曜日

「マーボーナス・こはまやヤキソバ」セット
（ライス・味噌汁・惣菜付）　900 円



 

 

ファミリーで手軽に楽しめる！本格志向の江戸前回転寿司

店内に入ると、板前さんが笑顔で元気よく迎えてくれる。佇まいは本格
志向のお寿司屋さんだが、週末には家族連れて賑わう地元密着型の回転
寿司店だ。だてまぐろ養殖会社の協力で集められたカマトロ、頭肉、ホ
ホ肉など希少部位が、「だてまぐろ究極8貫」として数量限定で食べられる。
おつまみメニューも充実している。その日市場から入荷した旬の鮮魚や
貝の盛り合せで、日本酒やハイボールで一杯も嬉しい。話題のクラフト
ビールも味わえる。

沖寿司　吉川店
「だてまぐろ究極８貫」（大トロ・中トロ・赤身・炙り・
中落ち・炙りトロ・カマトロ・頭肉・ホホ肉）
1,800 円

吉川市中野 53-1　☎ 048-984-2166
営業時間：（月水木）11:30 ～ 15:00 ／ 16:30 ～ 21:30 

（金土日祝）11:00 ～ 22:00 
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。 
休日：火曜日（GW・お盆など祝日は営業）

繊細で美しい盛り付け 味と食感で酢豚の概念が変わる逸品！

吉川小学校北側の中川土手に面している料理とお酒のお店。旬の食材を活
かしたメニューは、その日の市場の入荷で変わり、その時々の出会いが嬉
しい。紹興酒の他、日本酒は 80 種類以上と豊富な品揃え。「黒酢の酢豚」は、
柔らかく煮込んだバラ肉に、ゴマとナッツをまとわせて食べやすくスライ
ス。じっくり煮込んで角が立たない香り豊かで濃厚な黒酢を絡めていただ
く。素揚げした野菜が食感と味にアクセントを添える。リピーターが多い
定番メニューだ。

笑龍「黒酢の酢豚」1,980 円
※ 2021 年 11 月現在 吉川市平沼 46-2　☎ 048-983-0956

営業時間：17:00 ～ 23:00 ／日曜祝日 16:00 ～ 22:00
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。
休日：水曜日・第 2 火曜日

https://shourong.jp/

“マツコの知らない世界” など TV やラジオ ・ 雑誌に多数紹介されている人気店

吉川駅南口すぐの鰻専門店。鰻本来の旨さがわかる「白焼き」は、実は
出すところが少ない。自信を持って提供するのは、鰻に長年携わってき
た目利きの成せる技だ。鰻最古の食べ方「ガマの穂焼き」、「うなさし」、「西
京焼き」、甘めのタレ、白焼き、塩コショウ、醤油の効いたタレ 4 種の「食
べ比べうなぎ串」など、創作料理を提供し続けている。鰻に合わせた日
本酒は、季節ごとの新酒、フルーティなものなど多種。うな重などお食
事メニューのテイクアウト可能。

うなぎ創作　鰻樹「うな重」3,850 円
吉川市木売 2-9-7　2F　☎ 048-940-5458
営業時間：11:30 ～ 14:00（LO.13:30）／ 17:00 ～ 22:00（LO.21:30）
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。 
休日：木曜日 

https://unagisousaku-manju.jp/



 

 

安心安全な食材から作る多彩なメニュー   食べて健康をモットーに！

吉川地場産野菜、手作り点心、手作り調味料と手作りにこだわる。定番
だけでなく、いろいろな料理を食べて欲しい。「四川麻婆豆腐」は、辛味
と香りを大切にした仕上り。麻婆豆腐の定義である麻マー ( 痺れ )、辣ラー
( 辛味 )、 湯タン ( 熱い )、嫩ネン ( 柔らかさ )、鮮シュン ( 旨味 ) に則した
本場の味だ。“ クセになる美味しさ ” からリピーターが多い。和室もあり、
若いファミリーからご年配の方までカジュアル中華が楽しめると人気だ。
テイクアウトや Uber Eats でも利用できる。

中華処　萬万亭「四川麻婆豆腐」990 円　ハーフサイズ 660 円　
※選べる辛さ／ 1,2 倍　通常料金
3,4 倍　＋ 110 円 　　5 倍～  ＋ 165 円

吉川市平沼 1-9-6　☎ 048-981-5354
営業時間：11:30 ～ 14:30/17:00 ～ 22:00（LO.21:00）
休日：火曜日

ちょっと野菜食べてかない？

“ 健康のために野菜をいっぱい食べて欲しい ” そのために始めたという
「しゃぶしゃぶ」専門店。カウンター席に一人ずつの小鍋で、家族や友人と、
もちろんおひとりさまでも、好きな野菜を好きなだけ食べられる。「しゃ
ぶしゃぶコース」は、こだわりの黒毛和牛、黒豚を堪能できるだけでなく、
常時 20 種類以上の新鮮な季節の野菜が食べ放題。15 種類から選べる
前菜は、酒のツマミに最適。予約制ではないが、特に土日は人気なので
予約をオススメ。

しゃぶしゃぶコース「黒毛和牛＆黒豚ミックスコー
ス」4,620 円　※野菜食べ放題・選べる前菜・雑炊
or うどん・ドリンクバー・デザート付

しゃぶ亭トンボ
吉川市高久 1-10-24　☎ 048-981-4104
営業時間：17:00 ～ 23:00（LO.22:00）
※緊急事態宣言等の状況により、時間に変更の場合があります。
休日：第 1 第 3 水曜日

https://shabutei-tonbo.owst.jp/

創業 400 余年　近藤勇や勝海舟なども味わった老舗料亭の逸品

江戸開府と時を同じくした創業当時からの面影を残す佇まい。慎ましやか
な真心のおもてなしの老舗料亭だ。「うなぎの朴葉 ( ほおば ) 巻き」は、そ
んな老舗料亭の味を自宅で味わえる逸品。じっくりと蒸した鰻を自家製タ
レで焼き上げ、こだわりの粒山椒と歯ごたえ豊かな牛蒡をご飯で挟んだも
の。ほのかに香る朴葉の風味と、まろやかな甘みと旨みが堪能できる。冷
凍庫で 3 週間保存可能。蒸し器か電子レンジで温めていただく。クール宅
急便にて、全国発送が可能。

「うなぎの朴葉 ( ほおば ) 巻き」箱入りは 4 個 2,635
円、6 個 3,952 円、8 個 5,270 円、10 個 6,588 円
のご用意あり。

料亭　糀家

吉川市平沼 173　☎ 048-982-0009
営業時間：11:30 ～ 21:30
休日：不定休

http://www.yoshikawa-kojiya.com



 

 

レガーメグループ 4 店舗からあなた好みのお店を見つけて！

レガーメグループは、吉川市、越谷市で 4 店舗。吉川駅南口徒歩 5 分「レガー
メ本店」は、イタリアン、パスタの種類が豊富で、地元の野菜が楽しめる。「レ
ガーメ 3 階パーティルーム」は 40 名まで入れるパーティルーム。予算に
応じて対応してくれる。レイクタウン駅南口徒歩 5 分「ピザ＆タパス レガー
メ」は、ピザやロッシーニなどの小皿料理とスペイン・イタリア産のワイ
ンが楽しめる。吉川美南駅南口徒歩 5 分「窯焼きピッツア＆バール OAZO」
は、窯焼きピザをはじめスペイン、イタリア、フランス、日本など多国籍
料理や飲み物を手頃に楽しめる。

レガーメグループ 4 店舗でそれぞれの味が楽しめ
る

Food Café Legame
レガーメ本店：吉川市木売 2-6-5　☎ 048-999-6996
営業時間：11:30 ～ 15:00（LO.14:00）／ 17:00 ～ 24:00（LO.23:00）　／
　　　　　金土のみバータイム 24:00 ～ 26:00

休日：毎週火曜日、第２水曜日

http://foodcafelegame.web.fc2.com/index.html

天保八年創業　川魚料理の老舗料亭　中川を眺める指定席が此処に！

吉川の自然豊かな美しい景色に、江戸中期の創業以来 180 年。料理茶屋
から受け継がれた味と技、そして心を込めた “ おもてなし ” が心地よい老
舗料亭だ。福が重なりますようにと名付けられた割烹福々は、カウンター
席、テーブル席から厨房が見える設え。刺身を引く、鰻を焼く、おくど
さんからの炊き立てご飯など、目の前で料理人が仕上げる懐石料理を、
音や香りの臨場感までライヴで楽しめる。特別献立は、春には蛤、たけ
のこ、桜鯛、お肉の料理など、四季折々の季節の旬を楽しめる。

割烹福々「ライヴ懐石」13,310 円 ( 税、サービス
料込み )

日本料理 吉川 福寿家

吉川市平沼 51　☎ 048-982-0019
営業時間：平日 11:30 ～ 15:00（LO.14:00) ／ 17:00 ～ 21:30（LO.19:30）
土日祝日 11:00 ～ 21:30（LO.19:30）※ご予約状況により変更あり　

休日：水曜日（月 2 回連休あり）

http://fukujuya.jp



 

 

家族で楽しくおうちゴハン　新鮮な食材を玄関先までお届け！

全国グループのヨシケイは、静岡本部で毎週栄養バランスのよいメニュー
を栄養士が作成。そのレシピに基づいた食材を各家庭に直接お届けして
いる。保冷材を入れて玄関先に届けてくれるので、共働きや外出での留
守宅でも安心だ。子育てママ、お年寄りの家庭、単身者と、メニューの
幅が広がり買い物をしなくて済むと好評だ。お得なお試しセットもある。

「配布無料カタログ」には、1 週間分のメニューとレシピが掲載されてい
て献立の参考に便利だ。

ヨシケイ東埼玉玄関先までお届け
吉川市南広島 224　☎フリーダイヤル 0120-093-020
営業時間：9:00 ～ 17:30
休日：土曜日、日曜日

http://www.yoshikei-hsa.com

お米専門店だからこそ！良質の玄米を選びその米に合った精米をする美味しさ

創業は昭和 5 年、吉川に根差した “ まちのお米屋さん ” だ。毎年 20 種類
以上の新米を実際に試食して吟味した上で、納得のいく美味しいお米だ
けを提供している。今年のお勧めは、魚沼産コシヒカリ「津南町認証米」。
澄んだ空気と澄んだ水、豊かな自然に囲まれた津南町。魚沼産コシヒカ
リの中でも最上級の逸品だ。炊きたては勿論のこと、冷めてからでも美
味しい。特別な味わいを是非試して欲しい。5kg より無料で配送してく
れる。

染谷米穀店
魚沼産コシヒカリ「津南町認証米」5㎏　3,500 円

吉川市平沼 187　☎ 048-982-0006 
営業時間：9:00 ～ 19:00
休日：日曜日

二代目店主が心を込めた伝統和菓子と創作和洋菓子が人気の老舗和菓子店

昨年、創業 60 周年を迎えた老舗和菓子店。地元で愛されている鎮守芳川
神社裏門に面した地に移転オープンして 2 周年となる。若き二代目が精力
的に伝統の味を引き継ぎ、和菓子に新たな息吹を吹き込んでいる。なまず
まんじゅう、栗まんじゅうなど伝統の味は、ご年配の方に。創作和洋菓子
の和だっくわーすふたご姉妹、吉川の郷などパイは若い方に人気だ。おつ
かい物、贈り物には勿論、ご家庭でのお茶請けにも喜ばれてリピーターが
多い。

和菓子司　まるしん

吉川市平沼 316-18　☎ 048-982-0249
営業時間：9:00 ～ 18:00
休日：火曜日

https://wagashi-marushin.com/

二代目定番菓子いろいろ



 

 

食べると思わず笑顔になれる！幸せを運ぶパイ

吉川市役所近く、コモディイイダ駐車場前にあるアンティークな佇まいの
一軒家。季節のケーキや焼き菓子がたくさん並ぶ洋菓子店。「埼玉パイセ
レクション」は、埼玉県のシンボルであるケヤキとシラコバトをモチーフ
にした食感の違う 2 種類のパイの詰め合わせ。ケヤキの花言葉は幸運。食
べると思わず笑顔になれる幸せを運ぶリーフパイ。シラコバトの鳥言葉は
純粋。素材にこだわった純粋な味わいが楽しめる。埼玉のお手土産として
オススメ。

パティスリー ハヤノ

吉川市きよみ野 3-9-5　☎ 048-983-4004
営業時間：10:00 ～ 18:00
休日：火曜日・水曜日

http://www.cake-h.com/

「 埼 玉 パ イ セ レ ク シ ョ ン 」8 枚 入 り　1,944 円　　
「けやき」ザクザクキャラメリゼ　1 枚 216 円　
「しらこばと」サクホロパイ　1 枚 216 円

生地は昔ながらの天日干し 炭火手焼きで焼き上げた焼きたての煎餅を工場直売！

吉川市総合体育館近くの手焼き工房と併設した店舗には、ここでしか手に
入らない煎餅がある。「名物なまずせんべい」は、なまずの形に抜いた特
上米の生地を天日干しして、炭火で一枚一枚丁寧に焼き上げた “ なまずの
里よしかわ推奨特産品 ” だ。手土産に人気の「焼き風せんまんまる」65
個入り 1,190 円は、歯ごたえのある堅焼きで、風船のように膨らんだ空洞
が食感を楽しくしている。こだわり商品が豊富だ。

とよだ商店

吉川市川野 181-1　☎ 048-981-3269
営業時間：8:00 ～ 19:00
休日：年中無休

天日干し炭火手焼き なまずの里よしかわ名産「名
物なまずせんべい」9 枚入り　980 円

おうちごはんにオススメの湯葉 ホットプレートで手軽に一品！

国産大豆を昔ながらの製法で、最良の豆腐に仕上げるこだわりの “ とうふ
工房 ”。豆腐作りの素になる豆乳から作られた「あま湯葉」は、大豆本来
の旨みが凝縮された濃厚な甘み、香りで、滑らかな口当たり。豆乳独特の
青臭さはないので、豆乳嫌いの方にこそ食べて欲しい。「豆乳」も販売し
ている。コロナ渦の “ おうちごはん ” に、ホットプレートで手軽に作れる
手づくり湯葉もオススメ。作り方は、店主が教えてくれるので、気軽に聞
いてみよう。

とうふ工房　翁

吉川市中央 3-47-2（旧：吉川市吉川 648）　☎ 048-983-1021
営業時間：10:00 ～ 18:30
休日：日曜日

https://102okina.crayonsite.info/

「あま湯葉」50 ｇ　250 円



 

 

放し飼い養鶏場直営の新鮮たまご　臭みのない甘みとコクが一味違う！

三輪野江小学校を三郷方面に向かい、左側の赤い三角屋根と風見鶏が目
印。放し飼いの養鶏場直営のたまご屋さんだ。生まれたてを洗浄して、
その日のうちに店頭に並ぶ卵は、弾力、黄身の色、生で食べたときの濃
厚な旨みが絶品だ。さらに、新たなオリジナル配合飼料でエサがレベル
アップ。アスタキサンチンやマイナスイオン水で元気に飼育されたケー
ジ飼い卵が、放し飼い卵の味に近づいた。2 キロ 3 キロと大量に買うリピー
ターが多く、早くに売り切れになることも。

エビハラたまご屋さん

吉川市土場 286-1　☎ 048-982-1084
営業時間：9:30 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 17:30
休日：元日

ケージ飼い卵（ミネ卵）１㎏　630 円　放し飼い卵　
１㎏　750 円

吉川でしか買えない飲み口のよい辛口の酒

吉川中央総合病院内の売店として営業。イートインコーナーもあり、来
院者のオアシスとなっている。吉川大吉ブラント「なまず御前」は、吉
川産米 “ 五百万石 ” を使った純米酒。富山の老舗酒造若駒酒造場で醸造さ
れた辛口のキリッとした飲み口の酒だ。ペットボトルの水やビールなど
重いもの、食料品や日用品などを、ご自宅や会社など希望の場所に配達
してくれる。配達指定日の前日までに発注を。“ 昔ながらのまちの御用聞
き ” は今も健在だ。

木の下商店　吉川中央総合病院売店
吉川市平沼 111　☎ 048-982-0160
営業時間：（月～金）8:00 ～ 19:00　（土）8:00 ～ 17:00　 
                  （祝日）9:00 ～ 15:00

休日：日曜日

https://syoten-kinoshita.com/

「なまず御前」　720ml　1,477 円　
※お酒の取り扱いは、病院前の本店にて。

茶カテキンの力で免疫力をアップ！

今注目したいお茶の 3 つの効果。①免疫力アップ／緑茶に含まれるカテキ
ンやビタミン C には、免疫力を高める効果が期待できるといわれている。
②感染疫予防／カテキンには抗ウイルス作用があるといわれている。③スト
レス軽減でリラックス／茶葉に含まれるアミノ酸のひとつテアニンには、興
奮を抑制してリラックス効果が得られるといわれている。深蒸し茶には、健
康成分がたっぷり含まれている。「農家吞茶」は、茶葉の見た目より “ お茶
は飲むもの ” と “ 色味と旨み ” を追求し、無駄な手間を掛けずに手頃な価格
での味わいを可能にした掛川産の深蒸し茶だ。
静岡屋

「農家吞茶」　150 ｇ　1,080 円
吉川市吉川 1-9-14　☎ 048-982-0121
営業時間：8:00 ～ 19:00
休日：不定休



 

 

吉川産古代米 ・ うるち米を使ったサクサク米粉の「 よしかわチップス」 が 5 種類に！

さくら通り沿いにある巨大煎餅のモニュメントが目印。昭和 33 年創業
の老舗は、草加煎餅製造直売店だ。「よしかわチップス」は、一度揚げて
から乾燥して油抜きしているので、胃もたれしないサクサクの揚げ煎餅。
後を引く旨さと、おやつやおつまみにリピーター続出の人気商品だ。定
番に「魔法のスパイス」が加わって 5 種類に。イタリアンレストランレガー
メとコラボしたケイジャンタイプのスパイスとニンニクの風味がスパイ
シーな逸品。

二合半堂まつざわ煎餅
「よしかわチップス」
紫姫・のり醤油・和風カレー味・一味唐辛子・
魔法のスパイス　各 250 円

吉川市栄町 708-6　☎ 048-982-0305
営業時間：9:00 ～ 18:00（夏季 9:00 ～ 19:00）
休日：年中無休（※元旦を除く）

https://matsuzawa-senbei.com/

なまずの里よしかわ推奨特産品も買える「 吉川市観光案内所」

吉川市のシンボルである “ なまず ”。なまずの里よしかわ推奨特産品で、な
まずをモチーフとした煎餅、サブレ、饅頭、最中、どら焼き、箸置き、キー
ホルダー、ストラップ、カードケースなどが取り揃えてある。毎週金曜日には、
吉川の老舗料亭、糀家、福寿家、ますや 3 社の「なまずのたたき」（2 個入
り 400 円）も週替わりで販売。ラッピーランドを運営する「よしかわなま
ず特産販売会」では、会員を募集している。会員特典として、商工会で認定
された特産品を販売できるだけでなく、自社商品の販売や PR もできる。

ラッピーランド

吉川市木売 1-7-17　☎ 048-983-7020
営業時間：10:00 ～ 17:00
休日：年中無休

http://yoshikawa-kankoukyoukai.com/tokusanbutsu/

「よしかわなまず特産販売会」会員の「よしかわ推
奨特産品」と自社商品いろいろ

お手土産に最適な「 なまずの里」 特産品が品数豊富！

創業 40 年余、地元で愛される老舗和菓子店。県道加藤平沼線沿い、城北
信用金庫斜め前の真っ赤な “ 生くりーむ大福 ” の垂れ幕が目印だ。“ 吉川 ”
の名前が入ったお菓子の品揃えは吉川市で一番。お子さんからご年配まで
喜ばれる「鯰どら焼き」は、小豆、胡麻、栗、レモンと 4 種類の餡が楽し
める。バターと練乳がたっぷりの焼き菓子「乳菓なまりん」は、3 週間と
日持ちが良い。昔ながらのしっかりとした歯ごたえが人気の「鯰さぶれ」と、
お土産に最適。

御菓子司　中村屋

吉川市栄町 1398-5　☎ 048-982-8750
営業時間：9:00 ～ 18:00
休日：水曜日

吉川なまずの里特産品
「鯰どら焼き」4 種類 160 円～
「乳菓なまりん」2 種類 140 円
「鯰さぶれ」2 種類 130 円



 

 

心と体を健康に！社交ダンスをはじめてみませんか？

コロナ渦で、ご夫婦で社交ダンスをはじめる方が増えている。心と体を
健康に、自分らしく輝ける場所として、3 歳から 80 歳代の方まで幅広
い年齢層から支持されている社交ダンス教室だ。社交ダンスは、姿勢や
しぐさが健康で綺麗になり、美しいドレスや華やかな化粧で踊ることで、
内面からも元気に活力がみなぎる。認知症予防になり、正しい姿勢から
内臓機能も活発になる。それぞれの世代の楽しみ方、世代を超えて楽し
める社交ダンスをはじめてみませんか？

Y’ s　ダンスアカデミー
「初心者キャンペーン」体験レッスン 1 回（3,300 円）
無料→その場で入会すると→ 3 ヵ月特別コース予約
制個人レッスン週 4 回 1 か月 5,500 円に！

吉川市保 1-3-4　キングプラザ吉川駅前ビル 3F　☎ 048-971-8499
営業時間：10:00 ～ 21:00（予約制）
休日：日曜日、祝日

http://www.ys-dance-academy.com/

良いスタートは、 朝の目覚めから！　眠りのプロが、 ぴったり枕を作ります。

やさしく首を支え、カラダに負担のかからない枕が 50 種類以上揃う「眠
りの専門店」。睡眠科学研究所公認のピローアドバイザーが、頭や首など
を測定して、好みの枕をフィットするよう調整。使ってみてぴったりしな
い時でも、無料調節や除菌などアフターケアも万全です！睡眠コンサルタ
ントにお気軽にご相談くださいね。
※コロナ対策のため、ご来店予約を QR コードからお願いします。

まくらと寝具のいわひらや

吉川市平沼 1-9-15　☎ 048-982-0326
営業時間：10:00 ～ 18:00
休日：水曜日

https://iwahiraya.com/

「調節のできる枕」8,800 円～ 38,500 円

患者さんの利便性を第一に土日祝日も 19 時 30 分まで診察

吉川市で 28 年の実績。一般歯科、口腔外科、矯正歯科、小児歯科と科目
ごとの医師が担当する。診察ユニットは、オープンスペース 5 台、イン
プラントや矯正治療に使う個室が 1 台。院内は開放的で明るく、車椅子
やベビーカーが通れるスロープ、介添えも入れるトイレ、キッズスペー
スには絵本やぬいぐるみも備えている。祖父母から孫まで何世代も一緒
に通院する家族も多く、長年親しまれている歯科医院だ。訪問治療の紹
介もしてくれる。感染対策を十分にしているので、安心して通院できる。

よしかわファミリー歯科クリニック
新築移転を機に診察ユニット、インプラント治療の
機器類、デジタルエックス線撮影装置まですべて
一新

吉川市中央 3-1-11（旧：吉川市平沼 1598-1）　☎ 048-983-2777
営業時間：10:00 ～ 13:30 ／ 15:00 ～ 19:30
休日：木曜日

https://yoshikawa-family-shika.doctorsfile.jp/



 

 

花粉対策にエアコン掃除を！光触媒コーティングでエアコンが空気清浄機に変わる

室内の空気が拡散されるエアコンは、念入りに掃除を行いたいもの。花粉
や抗菌対策に、光触媒コーティングがお勧めだ。加工することで、抗ウイ
ルス、抗菌、防カビ、抗臭を長期間継続的に効果を発揮する。紫外線だけ
でなく、LED や蛍光灯など可視光での分解力が高いことが特徴。医療現場
や学校、飲食店にも加工実績が多数あり、安全性も高い。車内の臭い、ド
アノブやテーブルにも利用が多い。信頼できる光触媒 LIFE 加盟店に認証
されているシンカワでの施工がオススメ。

自宅のエアコンが空気清浄機に！
※光触媒コーティングは、平米数、薬剤の種類（耐
久年数）によって価格が異なります。気軽に見積り
をご依頼ください。

ハウスクリーニング　シンカワ

吉川市上笹塚 2-4　☎ 048-982-9597
営業時間：9:00 ～ 18:00
休日：日曜日（FAX は 24 時間受付）

http://shin-kawa.com

地域密着で日本一親切な町の不動産業を目指す

吉川南中学校前、オレンジ色のドアが目印。地域密着の不動産サービスを
目指し、空き家、空地の解消に全力で取り組んでいる。空き家を取り壊し
て空地にした場合、固定資産税が 6 倍になることから、そのまま建物が風
化し社会問題となっている。空き家、空地は、売却か賃貸かを無料で相談
に応じる。賃貸に出す際のリフォーム費用、整地費用の捻出に、一時的立
替えも可能。売却希望には、無料査定を実施。困ったときは、まず相談を！

住まいのパートナー「空き家・空地解消の相談に
乗ります」

オレンジハウス

吉川市保 717-2　奥村荘 103 号　☎ 048-981-4646
営業時間：9:00 ～ 18:00
休日：水曜日

https://orange-house.com/

タイヤの事ならタイヤのプロのネオリングへ

タイヤの事ならタイヤのプロの当店へどうぞ。お得情報として、ネット
通販で注文当店直送→手ぶらで来店→作業が楽でとてもお得！作業中は
目前のイオンタウンさんでお食事お買物している間に完了。これは無駄
がなくおすすめです。スマホコーティングは「傷・落下から貴方のスマ
ホを守る」大好評で超お勧め！本場ベルギーワッフルテイクアウトはベ
ルギー PEGI 製でとても美味！！お土産プレゼントにも LINE 友達登録で
お得情報とお得なクーポン発行中！

タイヤ交換・オイル交換・スマホコーティング・ワッ
フル

ガレージ & カフェ　ネオリング

吉川市美南 3-18-1　☎ 048-999-6366
営業時間：11:00 ～ 19:00
休日：月曜日、第 2 日曜日、祝日

http://www.neoring.jp



 

 

室内リフォームのご相談はお気軽にどうぞ！

創業より 118 年の伝統を守りながら、畳づくりを中心に、健康で安らぎ
のある空間を提供している。コロナ禍の生活を快適にするためには、「抗
菌畳」がオススメ。また介護、高齢者のご利用には「介護畳」もある。「畳
ドクター」がお客様のご要望や時代のニーズに合わせ、ご納得のいく畳を
提供する。畳ドクター認定証 No.01019（2010 年 5 月 1 日）

畳のタケウチ
清潔でゆったりと過ごせる和モダンな空間をご提供
いたします

吉川市吉川 1-14-3　工場・展示場：吉川市吉川 1-20-6
☎ 048-982-0231 ／フリーダイヤル 0120-208800 
工場：048-982-3830
営業時間：8:00 ～ 18:00   休日：日、祝日

http://www.takeuchi-sangyo.com/

最高のアフターフォローは街の魅力をもっと上げること！

吉川市のこと、特に美南地区のことなら一度は相談したい不動産のスペシャ
リスト。“ 住まう ” ことに関して、常に新しい情報を収集し、数々の専門資
格を基に的確な知識を提供している。高齢者が増加し相続や防犯対策につい
ての相談も増えている。家も良し、人も良し、地域も良しと、快適な住ま
いのために不動産を通した支援にも力を入れている。お客様の笑顔のため
に、住んでよかった吉川のために、地域活動にも力を入れている熱血漢だ。
Amazon kindle にて石井亮英著「まちづくりをする不動産屋さん」を限定販
売中。

不動産のスペシャリスト “ 宅建マイスター ” の店 吉川美南不動産

吉川市美南 5-31-9　☎ 048-940-3730
営業時間：10:00 ～ 18:00
休日：不定休

http://www.yoshikawaminami.co.jp/

自分に合ったマスクが必ずみつかるカマニ！

衣料品から日用品、家庭用品、食品まで生活必需品を幅広く取り揃えた激安
バラエティストア。今や生活必需品になったマスクは、自分にあったものが
必ずみつかる。不織布の素材、形状、色が多彩で、プリーツ、耳ゴムの幅広
タイプ、フィット感重視のもの、子ども用、女性用に小さめ、男性用に大き
めなどサイズも豊富。呼吸しやすいと大人気の「KF94」のカラーバリエーショ
ンも揃っている。ファッションとして楽しめるように、キティ、スヌーピー
などキャラクターのワンポイントマスクがオトナにも人気。

大人気の「KF94」などマスクの品揃えなら一番
バラエティストアー　カマニ

吉川市平沼 1-13-15　☎ 048-982-0027
営業時間：9:30 ～ 19:00
休日：祝日以外の月曜日（お盆、年末は無休）

http://kamani.jp



 

 

“ヘッドスパ” と “髪質改善” を同時にできるトリートメントシステム

安心安全な素材でヘアケアしてくれる美容室。パサつき、ハリ、コシでお
悩みの方は、相談してみませんか？「Jalire（ジャリル）トリートメント
システム」がバージョンアップした。髪質に合わせたヘアプロテインによ
るプロのお手入れで、髪本来がもつ輝きをさらに実現してくれる。Jalire
は、年齢を重ねるとともに現れる髪の変化、“ うねり ” や “ ツヤ ”“ 髪質強度 ”
の低下に着目して、髪の内部まで補修することでヴァージンヘアのような
すこやかで扱いやすい “ なりたい髪質 ” へ近づけてくれる。

「Jalire トリートメントシステム」カットなどとの
セット価格／ショート 2,750 円・ロング 3,300 円　
単品利用／ショート 3,850 円・ロング 4,400 円

ROCO 美容室

吉川市保 1-30-1　ロコビル 2F　☎ 048-982-0222
営業時間：9:30 ～ 18:30
休日：火曜日、第 1 第 3 月曜日

http://www.roco-hair.com

表情筋を鍛えてリフトアップ！

マスクを外した時の老け顔解消！微弱の電気でお顔の土台の筋肉を収縮運
動！表情筋を鍛えて根本からハリのある若々しいお顔に改善！手技では出
せない効果と持続性◎目尻やまぶたの下り / 目の下のくま、たるみ / 口角
の下り / ほうれい線 / マリオネットライン / フェイスラインの崩れ / 二重
あご / お肌のくすみ、毛穴、疲れ顔等、気になるお悩み憂鬱気分も解消！

「リフトアップ美顔」120 分 1 回 16,500 円
※初回限定お試し 120 分 6,000 円
＜内容＞クレンジング→毛穴・角質除去クレンジン
グ→脂肪燃焼→筋肉リフティング→美容液導入→
美白保湿パック

たるみ ・ しわ ・ 小顔専門美顔サロン ヴェルーチェ

越谷市南越谷 1-2917-1　グランドール K706　☎ 048-971-5185
営業時間：10:00 ～ 20:00（最終受付 18:00）
休日：不定休

https://salon-beluce.com/

安心 ・ キレイ！ベテラン職人があなたの洋服を再び着られるように素敵にリメイク

JR 吉川駅南口から徒歩 10 分。ドラッグセイム吉川高久店隣り、けやき
通りに面した洋服のお直し専門店。20 年以上経験のあるベテラン職人が、
サイズが合わなくなった、デザインを変えたいなど、希望に合わせて洋
服をリメイクしてくれる。冠婚葬祭の礼服やドレスのサイズ直し、G パ
ンの丈つめ、紳士スラックスのウエスト出し、つめ、学生スカートの裾
の丈つめの他、袖の形を変えたいなど、デザイン変更にも応じてくれる。
見積り無料で気軽に相談できる。

G パン：丈つめ　880 円～　紳士スラックス：
ウエスト出し・つめ　1,980 円～
※令和 4 年　料金見直しあり

洋服のお直し　すずらん

吉川市高久 2-7-5　☎ 048-982-1896
営業時間：10:00 ～ 18:00
休日：水曜日、祝日

https://onaoshi-suzuran.jimdo.com/



 

 

吉川市内小学校指定たいそう服など入学準備がすべて揃う！

小学校の入学を控えた皆さんに、吉川市内小学校指定たいそう服など、す
べてが揃う用品店。名札付たいそう服、うわばき、安全帽子、紅白帽子など、
入学準備に必要なものはすべて取り揃えている。新入学購入時に限り合計
金額から 5％割引の “ ご入学おめでとう！セール ” も開催している。試着も
できるので、お子さんと一緒の来店がオススメ。お品物は、その日のうち
に持ち帰りが可能だ。在庫切れの前に、早めの来店、ご注文を。新中学生
の採寸・受注も受付中！！

吉川市内小学校指定（名札付）たいそう服・うわばき・
通学帽・紅白帽など
新中学生の採寸・受注も受付中！！

Campus Shop サンスポーツ

吉川市保 669 ☎ 048-982-1101
営業時間：9:30 ～ 19:00
休日：水曜日

健康相談、 介護用品、 お薬の配達など “あなたのまちの薬箱”

吉川中央病院近くに開業 60 年余。“ まちの薬箱 ” として、処方箋調剤、一
般薬の他、介護用品、健康食品など取り扱いの品揃えが豊富な薬局だ。オ
ムツなど介護用品、一般医薬品、処方箋薬などの配達もしてくれる。「キク！
イイモ」は、中里薬局のプライベートブランド。食後血糖値の上昇を穏や
かにすると話題の “ 菊芋 ” とヤーコン葉などを配合した健康食品。巣ごも
り生活で血糖値が高めの方、糖質の取りすぎが気になる方にオススメ。健
康食品のお取り寄せにも対応してくれる。

「キク！イイモ」　3,000 円（120 粒）
中里薬局

吉川市平沼 134　☎ 048-982-0049
営業時間：9:00 ～ 19:00　土曜日のみ 9:00 ～ 18:00
休日：日曜日、祝日

https://epark.jp/shopinfo/ksr36811/

希少価値の高い限定モデルの腕時計がある専門店

普段使いから希少品まで腕時計 1,000 本の品揃えを誇る専門店。吉川市の
イメージキャラクター “ なまりん ” をあしらった「なまりん腕時計」は、
限定 200 本の吉川市公認品。防衛省本部契約商品である陸海空自衛隊総
合モデル「KENTEX」契約店。シチズン「シリーズ 8」指定店など、特約
店でしか手に入らない珍しい腕時計が手に入る。他では見つからなかった
限定品が手に入るかも。気になるものは、是非お問い合わせを。時計修理
技能士が、大切な時計の修理も引き受けてくれる

「なまりん腕時計」16,500 円
山崎時計宝飾メガネ店

吉川市吉川 1542-1　☎ 048-982-0217
営業時間：9:00 ～ 19:00
定休日：水曜日



 

 

“個人店ならでは” の顔の見える安心感　ひとつひとつを扱うので満足の仕上りに！

洗いから仕上げまで、店内でひとつひとつ丁寧に仕上げてくれる “ まちの
クリーニング屋さん ”。着物やデザイン性の高いものは石油系溶剤、汚れ
が目立つものは洗浄力の高いパークドライと、「ドライクリーニング」は、
お召し物によって適した方法を見極めて提案してくれる。取次店では色
分けのみが多いが、“ 個人店だからこそ ” 素材によって方法を変えてくれ
るので安心してお任せできる。利用者の紹介による新規利用者が増えて
いるのは信頼の証だ。PayPay の利用も増えている。

「ドライクリーニング」礼服上下：紳士 1,650 円／
婦人 1,980 円

スピードクリーニング石居

吉川市保 756-18　☎ 048-982-3598
営業時間：8:00 ～ 19:00　日曜日 10:00 ～ 19:00
休日：月曜日

https://ishii-cl.org

小顔になりたい方にお勧めの美顔鍼　むくみ、 たるみ、 リフトアップにも

個々の症状に合わせて、熟練の手技を施す整骨院。ほぐし・マッサージ
をメインに、鍼灸施術ストレッチ、美容鍼、ボディメイクなど、幅広く
対応している。近郊ではココだけの「美顔鍼」は、髪の毛ほどの鍼で顔
のツボを刺激し、血行やお肌のターンオーバーを促す。むくみ・たるみ・
シワ・目のくまなど、お肌の悩みをお持ちの方にオススメ。また、パルス（刺
した鍼に通電する電気鍼）の使用で、より効果が期待できる。小顔にな
りたい方は、週 1 回を目安に。

「美顔鍼」2,600 円＋「パルス」500 円 吉川中央整骨院

吉川市吉川団地 1-7-103　☎ 048-972-4118
営業時間：9:00 ～ 13:00 ／ 15:00 ～ 19:00
定休日：木曜日午前、土曜日午後、日曜日、祝日

https://www.yoshikawachuo.com/

美のプロデューサーが “あなたの希望” を叶える美容スタジオ

バックステージ＝楽屋として、イベント美容のプロデュースをしてくれる美容ス
タジオ。着付け、ネイル、まつ毛パーマなど、結婚式や出席者のヘアメイク。白
髪染め、フェイス・ヘッド・ボディマッサージなどトータルビューティ。部門ご
とのプロスタッフが用途に応じて対応する。海外でも活躍したヘアメイクアップ
アーティストが、生まれてから死ぬまでのイベントごとに “ 美しくなること ” を
気軽に応えてくれる。「終活写真」は、自然だけどちょっと綺麗に、大切な人に
残す 1 枚を。
ハンドメイド髪飾りの販売。各種レンタル着物の取り扱いもあり。

終活写真のコーディネイト（ヘアメイク・ネイル
など）5,500 円均一 完全予約制

Back Stage Beauty（ バックステージビューティ）

吉川市保 1-27-5　サンライズ 102　☎ 048-972-6165
営業時間：完全予約制（24 時間対応）
休日：不定休



 

 

健康のために気軽にヨガを始めよう！はじめてでもカラダが硬くでも大丈夫‼

Studio Mutter が業務拡大して、STUDIO15 としてリニューアルオープン
した。従来のヨガ、ピラティスの他に、今春からシニアフィットネスや
キッズスクールも開講予定。「ゆるヨガ 45」は、通いやすいチケット制の
45 分クラス。指導歴 20 年以上の経験豊富な講師が丁寧に指導してくれ
る。老若男女を問わず利用があり、リモートワークで疲れた方が心身のリ
フレッシュにと人気だ。しなやかな心と体をつくるために、ヨガやピラティ
スを普段の生活に取り入れて欲しい。

「ゆるヨガ 45」　45 分のヨガクラス　1 回 1,900 円 
5 回チケット 8,000 円

STUDIO 15（ スタジオ ジュウゴ）

吉川市高富 1-5-11　けやき通りウエルズ D　☎ 090-2742-8807
営業時間：8:30 ～ 21:30
休日：不定休

https://studio-15.jp

パソコンの困った！は、 頼りになる専門家に気軽にご相談を！

パソコンの使い方からトラブル処理まで、親切丁寧に対応してくれるパソ
コンの専門家。突然起動しなくなったり、何年も使っていて調子が悪い時、
修理した方がよいのか買い替えた方がよいのか悩むところだ。そんな時に、

「パソコンの健康診断」によって判断してくれる。Windows11 など新しい
パソコンを購入した時は、初期設定、旧パソコンのデータ移行、ウイルス
対策ソフトの再インストール、お気に入りサイトの移行、アプリの再設定
など、丁寧に対応してくれる。

パソコンのサポート「パソコンの健康診断」
20 分 5,500 円～

テクノキャット

吉川市中央 1-6-2（旧：吉川市吉川 176）　 
☎ 048-983-0127　携帯 080-5027-5488
営業時間：10:00 ～ 21:00　定休日：不定休
https://technocat.ym9.org




