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み や し ろ の 遊 び か た 教 えま す

い ね～
■1面 宮代町を楽しもう！
 ～東武動物公園＆新しい村～　
■2・3面 みやしろまるごと観光カレンダー
■4面 みやしろハッピーベーカリー

わくわく
秋冬コレクション

宮代iIine!割引クーポン 宮代iIine!割引クーポン

使用期間：H28.9.2～H28.11.30
※本券1枚にて5名様までご利用になれます。※本券は換金できません。
※販売係員にお渡しください。※他の割引との併用はできません。

※お米特売日は除く※5kg以上お買い求めの方限定※本券は換金できません。
※「森の市場 結」のレジでお渡しください。※他の割引との併用はできません。

東武動物公園入園券割引

使用期間:H28.9.村育ち「新米コシヒカリ」
販売日～H28.10.31

新しい村  森の市場  結
新米
(コシヒカリ)
100円引き

宮代町を楽しもう！～東武動物公園＆新しい村～　
ハートフルガーデンハートフルガーデン
ミセス・マルベリーのお庭ミセス・マルベリーのお庭

収穫の季節を迎え、森の市場「結」
には町で採れた新鮮野菜や果物、
手作り和菓子などおいしいものが
いっぱい。
マルシェや収穫祭、婚カツなど
イベントも盛りだくさん。

収穫の季節を迎え、森の市場「結」
には町で採れた新鮮野菜や果物、
手作り和菓子などおいしいものが
いっぱい。
マルシェや収穫祭、婚カツなど
イベントも盛りだくさん。

総面積5,400㎡の敷地に、約375種33,000本の多様な植物が、
四季を通じて楽しめます。季節の花々や200種余りのバラが咲き
誇る「ローズガーデン」など、ゆったりとした
時間をお過ごしいただけるエリアです。
※植物の種類は季節によって異なります。
　開花状況はブログなどでご確認ください。

総面積5,400㎡の敷地に、約375種33,000本の多様な植物が、
四季を通じて楽しめます。季節の花々や200種余りのバラが咲き
誇る「ローズガーデン」など、ゆったりとした
時間をお過ごしいただけるエリアです。
※植物の種類は季節によって異なります。
　開花状況はブログなどでご確認ください。

住所：宮代町須賀１１０
交通：東武動物公園駅西口から徒歩１０分
東武動物公園問い合せ ☎0480-93-1200（代）

住所：宮代町山崎７７７－１　☎0480-36-3955
交通：東武動物公園駅西口から徒歩１２分
問合せ：新しい村農の家　☎0480-48-6560
　　　 ※10：00～17：00　月曜定休

東武動物公園
新しい村

新しい村ホームページ、リニューアルしました！
イベント情報も更新していきますので、ご覧ください。

1,500円
600円

1,700円⇒

700円⇒

大人（中学生以上）

小人（3歳～小学生）

sugawara424
線



平成２６年8月から活動をはじめた「みやしろ市民ガイドクラブ」。
歴史や自然、文化や建築物など幅広い分野の魅力をガイドする「市民ガイド
ウォーク」の企画開催、まち歩きのグループや建築を学ぶ学生向けのガイド
を行っています。ガイドウォークの様子の一部は宮代町インターネット放送局
内で公開されています。ぜひご覧ください。
https://www.youtube.com/user/miyashirotv

みやしろ市民ガイドクラブで行ったウォーキングイベントルート
を中心にまとめたガイドブックができました。宮代町郷土資料
館の全面協力のもと、歴史や自然、みやしろの見所満載のガ
イドブックです。まち歩きに、歴史を探る散策に、ぜひご活用く
ださい。宮代町役場をはじめ、町内公共施設においてありま
す。また、ガイドをご希望の際は、ぜひみやしろ市民ガイドクラ
ブにお声かけください。

みやしろみやしろ
まるごと観光カレンダーまるごと観光カレンダー
みやしろ イベントスケジュール

11㈰

下旬

18㈰～
19㈪㈷

福川 伸陽 ホルンの世界

宮代トウブコフェスティバル vol.2
同時開催 みやしろマルシェ
宮代町産「村育ちコシヒカリ」販売・
秋のお彼岸セール開催 (切花等 )

コミュニティセンター
進修館
コミュニティセンター
進修館周辺

新しい村

28㈬ 農の家体験講座
「ハロウィンに魔女人形を飾りましょう」 新しい村 (農の家 )

2016.9

8㈯

15㈯

9㈰
10㈪㈷
15㈯
16㈰

畑で婚カツ～稲刈り体験～

ほっつけ稲作体験 2016
～稲刈り～

四季の丘まつり

新しい村

新しい村

15㈯ フォトロゲみやしろ コミュニティセンター
進修館・町内

2016.10

コミュニティセンター
進修館

28㈮ ＺＯＯ婚～イルミde 婚活～

29㈯～
12/25 ㈰ 特別展「宮代町の指定文化財」 郷土資料館

新しい村・
東武動物公園

30㈰ 第 27 回みやしろ産業祭 スキップ広場

20㈰

第 38 回宮代町民文化祭

第 48 回若杉祭
みやしろマルシェ・紫マルシェ
竹のアート展示オープニング

下旬 宮代町産 そば粉販売

日本工業大学

2016.11

新しい村

新しい村

コミュニティセンター
進修館

東武動物公園ウィンター
イルミネーション2016-2017

3 ㈭㈷～
11/6 ㈰

12㈯～
2017/2/12

5㈯～6㈰

農の家体験講座「香りのクリスマス
リースをパーティーに飾りましょう」 新しい村(農の家)

東武動物公園

下旬

東武動物公園ウィンター
イルミネーション2016-2017 東武動物公園 

2016.12

開催中～
2017/2/12

開催中～
2017/2//12

桜イルミネーション

みやしろイルミネーション2016 コミュニティセンター
進修館 四季の丘

商工会館前桜並木12月頃～

10㈯～

宮代つながり作りイベント 
和 e 輪 e(わいわい )３rd
農の家体験講座「ハーブの染色
シルクストールを作りましょう」 新しい村(農の家)

2017.2
町内未定

中旬

2017.1
東武動物公園ウィンター
イルミネーション2016-2017 東武動物公園 

開催中～
2017/2//12

東武動物公園ウィンター
イルミネーション2016-2017 東武動物公園 

みやしろ市民ガイドクラブがご案内します！

N響首席ホルン奏者福川氏が進修館にやってきま
す。「技のデパート」と世界を唸らせた名演奏の数々
をお届けします。曲目は、ガーシュウィン／福川伸
陽編：ラプソディ・イン・ブルーほか

福川 伸陽 ホルンの世界

「歴自」とは･･･　
みやしろ市民ガイドクラブのシンボルマークです。
「歴史」と「自然」をあわせた合成語です。

■利用時間：9時～17時のうち概ね2～3時間　■料金：参加者一人につき200円※実費負担あり
■申込：メールにて下記担当まで　■申込期限：希望日の3週間前まで
■ガイド申込・問合せ：miyashirosimin@yahoo.co.jp 

■日時：9/11(日)14時半開場･15時開演
■場所：宮代コミュニティセンター進修館　大ホール
■料金：大人1,500円、高校生以下500円 
　　　  ※当日300円増
■問合せ：コミュニティセンター進修館 0480-33-3846

宮代町の素晴らしさや、地域でがんばっている人たちを知ることで、
もっと町を好きになり地域の底力を盛り上げよう！という思いをこめて
2014年にスタート。地元の商工農業者さんを中心に楽しい“講座プロ
グラム”を短期集中型で開催。テーマは「いいね！宮代」。宮代町の人・
モノ・場所がつながり、コラボレーションによって企画した講座に参加
することで、新しい宮代の魅力を味わってみてはいかが？

宮代つながり作りイベント和e輪e（わいわい）3rd

■期間：平成29年2月の1ケ月間　　
■場所：町内各所
■料金：プログラムにより異なります
■HP：http://waiwai3846.com/
■問合せ：和e輪e実行委員会 事務局 080-4135-3846(10時～17時)

市民活動団体によるプレゼンテーションや、ワー
クショップ、フリーマーケット(事前申込制)を実施。
そのほか、フード販売もあります。
「フォトロゲみやしろ」が同時開催。

四季の丘まつり

フォトロゲイニングとは、地図をもとに時間内にチェック
ポイントを回り、得点を集めるスポーツです。男子、女子、
混合、ファミリーのカテゴリーより2名～5名で参加しよう！

チームで力をあわせて、心をひとつに！
見ているだけでも大興奮！応援にも力が
入ります！

フォトロゲみやしろ

■日時：10/15(土)10時～16時　
　※小雨決行※各イベントによって異なりますのでご注意ください
■場所：宮代コミュニティセンター進修館　芝生広場ほか
■問合せ：コミュニティセンター進修館 0480-33-3846

■日時：10/15(土)9時～15時　※申込は9/1(木)～30(金)
■場所：宮代町コミュニティセンター進修館
■料金：2,000円～2,500円、小学生以下1,000円
■申込：スポーツエントリーHP（httpｓ://sportsentry.ne.jp/）
■問合せ：フォトロゲみやしろ実行委員会0480-33-3846

■期間：12/4（日）（予定）
■場所：ぐるる宮代メインアリーナ
■問合せ：教育推進課スポーツ振興担当
　　　　　0480-34-1111(内線432)

「新しい村」の田んぼを美術館にみたてて、竹のアー
ト作品をつくってみませんか？今年で18年目を迎え
る竹のアート。創造の楽しさを感じてみてください！
■期間：制作 9月末～10月いっぱい、展示 11/20(日)～12月中
■場所：竹の作品展示場所　新しい村の田んぼ
■対象：小学生～大人まで
■料金：学生は参加無料。一般は１チーム　2,000円
■問合せ：事務局 手島宛 0480-34-0368

徳川将軍家の葵紋が施された京都の粟田口
焼の茶碗や朱印状、円空仏など、普段なかな
か見ることのできないものを多数展示します。

特別展「宮代町の指定文化財」

竹のアートをみんなでつくろう！

町内商工業者が自慢の逸品を出店するテント村やステージイベントがあり、一日中
楽しめます。
「みやしろ戦隊ハナレンジャー」も登場！
■期間：10/30(日)9時半～15時
■場所：コミュニティセンター進修館隣
　　　  スキップ広場、コミュニティ広場
■問合せ：宮代町商工会　0480-35-1661

第２７回みやしろ産業祭

江戸時代の人々の知恵を今に伝える、新しい村の堀上田「ほっつけ田」、すくすくと成長しています。
新しい村の輝く太陽の元で成長した「村育ちほっつけ米」の稲刈りをご家族やお友達と体験してみませんか？
中学生以上のお申し込みのお客様には、新しい村で収穫したお米（ほっつけ米ではありません）嬉しいお土産付きです♪
■日時：１０/９(日)、１０(月･祝)、１５(土)、１６(日)　各日２回開催
　　　 午前の部：9時半～11時半、午後の部：13時～15時
■集合場所：村の集会所　■定員：各回40名様まで（先着順）
■料金：中学生以上１，８００円　小学生１，０００円　未就学児～幼稚園５００円
　　　　※小学生以下のお子様は大人の方の参加（有料）が必ず必要です。
　　　　※キャンセルは実施日の４日前まで、以降はキャンセル料半額分が発生します（お申込み人数全員分）
　　　　持ちもの：帽子、タオル、長袖・長ズボン着用
■受付：受付中。電話（0480-48-6560）10時～17時、または新しい村ＨＰにて

■日時：9/18(日)･19(祝･月)10時～16時　■場所：コミュニティセンター進修館、スキップ広場、コミュニティ広場
■料金：入場無料　■問合せ：産業観光課商工観光担当 0480-34-1111(内線265)　http://tobuco-fes.com/

ほっつけ稲作体験2016～稲刈り～

新しい村　森の市場「結」
宮代町産そば粉です。新そば粉販売

問合せ：0480-48-6560農の家体験講座

ハーブはその香りや効果によって古くから、衣食住に利用されてきまし
た。この講座では、新しい村で育った自然いっぱいのハーブの香りを
感じながら、ハーブの魅力を存分にお楽しみください。
8月から2017年3月までに全5回開催予定です。

「花の色やハーブ、
自然の香りを楽しむ講座2016」　

香り袋を魔女人形に
「ハロウィンに魔女人形を飾りましょう」

ハロウィン特別企画、かぼちゃの重さあてイベント
開催・ハロウィンにちなんだ限定商品を販売します。新しい村 森の市場「結」

約200万球のイルミネーションと夜の遊園
地が楽しめます。
横幅15メートルの巨大ＬＥＤに映し出され
た映像と音楽と光が融合した「リズミネー
ション」も開催！
■期間：11/12㈯～2017/2/12㈰ （予定）
■場所：東ゲート～遊園地エリア／ハートフルガーデン
■料金：（入園料）大人1,700円、こども700円、シニア1,000円
■問合せ：0480-93-1200
※イベント開催日・時間などは必ずホームページにてご確認下さい。

東武動物公園
ウィンターイルミネーション2016-2017

日本でも珍しいプロ・グラスハープ奏者として、TV･ラジオにも出演多
数の大橋エリさんとプロギター奏者として全国にファンを持つ後藤郁
夫さんによるユニット「ｅｒｉｋｕｏ」のコンサート。宮代町少年少女コーラ
ス隊とのジョイントによる新宮代の歌「雲の果てに」の演奏にも注目！

工業大学ならではの『ものづくり大学』として、学生によ
る展示や企画、出店、ミニトレインの運行等、多くの企
画を予定。テーマは“笑顔”。若杉祭に関わる全ての人
たちの笑顔が溢れる大学祭が目標です。

■日時：11/3(木･祝)18時開演～20時
■場所：宮代町コミュニティセンター進修館　大ホール
■料金：入場料100円 (税込･全席自由席)　■問合せ：教育推進課 生涯学習担当　0480-34-1111（内線433）

第３８回宮代町民文化祭 文化公演会
天使のオルガン“グラスハープ“コンサート

宮代トウブコフェスティバル Vol.2

昨年で10周年を迎え、今年も実行委員による手作りイルミネーションを行います。
■期間：12/10㈯～
■場所：コミュニティセンター進修館 四季の丘
■問合せ：miyairu2016@gmail.com

みやしろ
イルミネーション２０１６

第３３回宮代町綱引大会

山崎山の豊かな自然を生かして、里山の木の実を使ったクラフト作りや大人気イベン
トのツリークライミング(※)、ドラム缶を使ったピザ作り(※)をはじめとした多くのイベン
トを開催。※要予約
■日時：11/5(土)10時～15時　※小雨決行※各イベントによって異なりますのでご注意ください
■場所：さいたま緑のトラスト保全第５号地「山崎山」及びその周辺
■料金：無料※ツリークライミング、ピザ体験は有料
■問合せ：町民生活課 環境推進担当　0480-34-1111  （内線274）

第２回 山崎山トラスト祭 

日本工業大学 第48回 若杉祭

宮代町役場庁舎内東側１階に、赤ちゃんから中学生
まで親子で自由に遊べる「子育てひろば」が平成27
年6月にオープン。昼12時から13時までは飲食も可能
です。未就学児は要保護者同伴。毎週火・水・木曜
日は、子育て相談も有り。
■時間：9時～17時　※年末年始は休館
■場所：宮代町役場庁舎内東側１階
■対象：毎月開催の講座、イベント等の参加は宮代在住の方限定  
■問合せ：子育てひろば 0480-38-6264

子育てひろば   遊びに来てください♪
冬も美しくてキレイと評判の桜イルミネーション。
絵馬を配布してそれぞれの願い事を桜の木に
飾る演出も予定されています。
■期間：12/10（土）～
■場所：商工会館前　桜並木
■問合せ：町民生活課 環境推進担当　
　　　　  0480-34-1111（内線275）

桜イルミネーション

11月みやしろマルシェ・紫マルシェ
同時開催

■期間：10/29(土)～12/25(日)9時半～16時半
　　　　※休館：月曜日（祝日の場合は開館）・祝日直後の平日
■場所：宮代町郷土資料館
■料金：入場無料
■問合せ：郷土資料館　0480-34-8882

「ぶらり宮代vol.1～5」ご活用ください！

れきし

Vol.1 旧百間（もんま）村の
　　　“出土ヶ原”を行く！
Vol.2 和戸（わど）と須賀（すか）の
　　　歴史を探る
Vol.3 和戸（わど）の昔と今をめぐる
Vol.4 須賀（すか）の歴史を探る
Vol.5 みやしろ姫神（ひめがみ）ウォーク

新しい村新しい村 トウブコフェストウブコフェス

婚活イベント

28年度講座予定内容  （内容が変更する場合もございます）

申込：電話またはＨＰで新しい村 農の家まで　0480-48-6560　http://www.atarasiimura.com/

■9月下旬

ハーブ・スパイス・木の実等でオリジナルリース作り
「香りのクリスマスリースをパーティに飾りましょう」

■11月下旬

カモミールで黄色いストール作り「ハーブの染色シルクストールを作りましょう」
■ 2月中旬

アカネでピンクのストール作り「ハーブの染色シルクストールを作りましょう」
■ 3月中旬

■日時：10/8(土)10時～14時
■場所：村の集会所
■対象：30歳～49歳の独身男女 各25名
　　　　（最小催行人数各10名）
■料金：男性6,000円、女性4,000円
■受付：9/1(木)12時半～9/18(日)17時　電話またはＨＰ

畑で婚カツ
～稲刈り体験～ 東武動物公園で園の裏側を見学したり、

えさやりを体験。
■日時：10/28(金)13時半～19時
■集合場所：東武動物公園 東ゲート
■対象：25歳～45歳の独身男女 各20名
　　　　（最小催行人数各10名）
■料金：男性7,500円 女性6,000円
■受付：9/20(火)12時半～9/30(木)17時 電話またはHP

ＺＯＯ婚～イルミde婚活～

昨年開催した講座内容
・ちょい飲み探検隊
・宮代スイーツ夢めぐり
・お寺で座禅体験
・ねりきり作り体験   など
今年の講座はただ今企画中!!

■期間：11/5(土)･6(日)　■場所：日本工業大学
■交通：東武動物公園駅西口よりスクールバスで5分または徒歩14分
■料金：入場無料　■問合せ：0480-34-4111

「宮フィン」 「ゆず香もち紫福」

ni［布雑貨］
キッコロ［木製玩具］
salvia［雑貨］
greenshare［植物］
フリッツアートセンターとsuiran［絵本・児童書］
petalwork［木工製品］
mon favori［手作り雑貨］
HELLO,FINE DAY!［セレクト雑貨］
HammockRefle Kikuya［マッサージ］
Rin＊Tsubaki［キャンドル］
ripa［帆布バック］
アロハロハ・ジャパン［子供服］
tsukuroite［布バック］
帽子のクロマサ［帽子］
オルキデスール［子供服］
キリントン［雑貨］

SATO［ご飯］
fato.［ご飯］
cafe couwa［ご飯］
GOHAN-MAYU［ご飯］
ツキモバザール［パン］

　　　　　and more！

【kicocoro/キココロ】［木工］
daisyhill［鞄］
mokumoku 望月若子［アクセサリー］
SHIO［子供服］
C´est mignon!［洋服・雑貨］
a quibi［雑貨小物］
mishim［子供家具］
ORDER BORDER［大人・子供服］
itoro［ブローチ］
kitokusa［植物］

「こどもと  こどもに  こどもが  こどもも」 音楽、ごはん、おやつ、ワークショップ、マーケットetc…
自然が豊かな宮代町の進修館で、こどもも大人も秋の風を感じながら楽しむ二日間。
深まりゆく秋、澄み渡った空の下

／

レッツトウブコ！／

人々のにぎわいと宮代町のお宝を求めてこのマルシェを開催します。里山の雰囲気ただよう宮代で、
心やすらぐ生活スタイルをお届けします。今回のテーマは、「こどもと一緒に！メイドinみやしろ」。
こどもも大人も一緒に楽しめる宮代町の魅力を、様 な々お店がお届けします。

craft

food

『みやしろマルシェ同時開催！』9月みやしろマルシェ

○今回のイベント情報は、各団体のご協力により掲載しております。（2016.8.1現在） 
○町内の観光情報、イベントについて掲載したい場合は、産業観光課までお知らせください。

第 33 回 宮代町綱引大会 ぐるる宮代
メインアリーナ4㈰予定

-----こども と トコトコ -----

※昨年実施のパンフレットです

Facebook更新中!!
和e輪eの最新情報をチェック！
（宮代つながり作りイベント和e輪eで検索）

みやしろマルシェでは「里山のひみつ基地」をテーマに、みやしろの宝を発掘し
た雑貨、食品等を販売します。わくわくするイベントも行います。紫マルシェでは、町
の特産品「巨峰」から連想する“紫”にちなんだ野菜や加工品を販売します。
■日時：11/20(日)9時半～15時　■場所：新しい村芝生広場
■交通：東武動物公園駅西口より徒歩12分　■料金：入場無料
■問合せ：産業観光課商工観光担当 0480-34-1111(内線265)　農業振興担当 0480-34-1111(内線262)

下旬～
10/末 竹のアートをみんなでつくろう！ 新しい村



宮代町周辺の一度は食べておきたい
おいしいパンやさんをご紹介します。
どれもデイリーで食べたいパンばかり。
全部めぐってお気に入りを見つけてみてください！

東武動物公園駅

姫宮駅
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ブーランジェリー ルソント／姫宮駅

営業時間：10:00～15：00
　　　　  （※売り切れ次第終了）
定休日：日曜日・水曜日
交　通：東武スカイツリーライン姫宮駅西口より徒歩3分
問合せ：0480-32-7887

粉・塩・水・酵母のみで作られるフラン
スパンをはじめ、丁寧に作るハード系
に定評あり。パン生地は、低糖･低脂
肪、あるいは無糖･無脂肪で、体にやさ
しく本格的なパンを提供。午前中で売
り切れになることもある人気店。

メルヘン・ベーカリー 新しい村 森の市場「結」内／
東武動物公園駅
新宿中村屋で働いていた経歴のご主人・大橋さんが、パン職人として独立
し出店。創業35年の老舗で、地元では有名。新しい村以外でも、宮代高校・
杉戸高校・春日部東高校・春日部工業高校の購買でも販売しています。

アムフルス／姫宮駅

営業時間：9:00～19:00※土日祝8:00～18:00
定休日：月曜
交　通：東武スカイツリーライン姫宮駅東口より徒歩10分
問合せ：0480-44-9362

2014年12月OPEN。天然酵母や
ライ麦の全粒粉を使い、伝統ある
製法を用いたドイツパンの店。
オーナーシェフはドイツで8年間
修行した経歴の持ち主。イートイ
ン＆キッズスペースや、コーヒー＆お茶のドリンクサービスも！

labo／東武動物公園駅

営業時間：9:00～18:00
　　　　  ※水曜は～17:00
定休日：日曜・月曜
交　通：東武スカイツリーライン
　　　  東武動物公園駅西口より徒歩15分
問合せ：0480-34-9030

白のシンプルでオシャレな
外観。まるで雑貨屋さんのよ
うな店内には、有名店「メゾ
ンカイザー」で修得した天然
酵母を使用した長時間発酵
の味わい深いパンと、それに
合うワインなどがショーケー
スに並びます。

フランスパンらしい芳香と旨みを再現するためフランス原
産の酵母を使用。決め手となる塩は“シママース”。伝統的な
製法で、あえて特出した個性を出さない飽きのこないパン。

売れすじ 
NO.1

商品名：バタール　
販売期間：通年　
価格（税込み）：230円

牛乳で仕込んだコクのある生地
に、ホワイトチョコチップとクラ
ンベリーをたっぷりと混ぜて焼
き上げたパン。リッチな生地で、
どっしりとした食べ応えです。

商品名：ホワイトチョコと
　　   クランベリー　
販売期間：通年　
価格（税込み）：210円

おすすめ
商品

期間限定で売り出したところ、人気沸騰
で、今ではお店の一番人気に。サクサク
の香ばしいクロワッサン生地に、自家製
カスタードと、さつまいもの存在感を
しっかり感じるペーストを包みました。

売れすじ 
NO.1商品名：スウィートポテト　

販売期間：通年　
価格（税込み）：180円

この大きさ・ボリュームでワンコインというお値打ち感も
人気。シャキシャキした食感の長野県産「ふじ」と、下に入った
クリームチーズがベストマッチ。売り切れ必至なのでお早めに。

商品名：アップルデニッシュ　
販売期間：通年　
価格（税込み）：500円

売れすじ 
NO.1

ご主人自慢の自家製のこだわりパンを使ったサ
ンドイッチも定評あり。ゆで時間で風味・甘みに
差が出る卵や、パンに合うハムを選りすぐるな
ど、具材へのこだわりが随所に。

おすすめ
商品

商品名：サンドイッチ
　　   ①ハム野菜 ②カツサンド　
販売期間：通年　
価格（税込み）：①250円 ②270円 

コンテ ジャポン店／和戸駅

営業時間：9:00～14:00
定休日：月曜～金曜・日曜
交　通：東武伊勢崎線和戸駅東口より徒歩5分
問合せ：0480-31-6378

店舗営業は週に1回土曜のみ。
土曜以外は、“サンパ”という名
前で周辺を車で移動販売。
「常に新商品を出してお客様を
飽きさせないことです」という
オーナー橋本さんは、仏の有
名料理店や老舗洋菓子店など
で3年間修行した実力者。和戸駅

ＴＯＰＩＣＳ

火曜は宮代･杉戸、木曜は白岡･蓮田、
日曜は春日部市内を
　   めぐっているそう。

フランスパンにたっぷりのカルピス発酵バターを使用し
た、練乳バタークリームをサンド。濃厚ながらどんどん食べ
進められる、パンとの黄金バランスが見事な人気商品。

商品名：ミルクフランス　
販売期間：通年　
価格（税込み）：170円

売れすじ 
NO.1

おすすめ
商品

水を一切使用せず、バター、卵、牛乳に五穀を入
れてリッチに仕上がったブリオッシュ生地の中
には茶豆のずんだあん。金時、うぐいす豆のかの
こをのせた和洋折衷な一品です。

商品名：五穀のブリオッシュ
　　　　茶豆のずんだあん　
販売期間：通年　
価格（税込み）：200円 

ヴィドフランス東武動物公園駅店／
東武動物公園駅

営業時間：6:30～21:30※土日祝7:00～21:00　定休日：なし
交通  ：東武スカイツリーライン東武動物公園駅構内
問合せ：0480-33-8147

東武動物公園駅改札を出てすぐという便利な
ロケーション。テーブル席もありイートインも
ＯＫ。月に2回金曜には店頭販売を実施。通常販
売しない商品が手に入るチャンスなので
チェックしてみては。

ルヴァン種を使用した生地はサクッと
口当たりがよく、さらにスイス産発酵バ
ターを使用しているので風味豊か。アル
プスの岩塩とバターがマッチした食事
パン。サンドイッチも有。

商品名：塩バターフランス　
販売期間：通年　
価格（税込み）：108円

売れすじ 
NO.1

自家製液体天然酵母を使用し、18時間以
上発酵させたスペシャリテ。シンプル
だけど奥深い味わい。そのままで
も、少しあたためて食べるも
よし。チーズやワインに
もよく合います。

商品名：バゲット　
販売期間：通年　
価格（税込み）：302円

売れすじ 
NO.1

店の代名詞・ドイツパンの中でも一番
人気。有機ライ麦全粒粉50％で、酸味
と小麦の風味のバランスがちょうど
よく、しっとり＆もっちりした食感で
食べやすいのが特徴。

商品名：クルミブロート　
販売期間：通年　
価格（税込み）：670円・
　　　　　ハーフ340円

おすすめ
商品

ほんのり甘いはちみつ入りの生地に3種類のナッツを
練り込みました。くるみ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ
入りで香ばしく、ひと口食べ出したら止まらない美味
しさです。

商品名：トロワナッツ　
販売期間：通年　
価格（税込み）：216円

おすすめ
商品

ふんわりやわらかなブリオッシュ生地に、インド産の
完熟アルフォンソマンゴー入り。なめらかで濃厚なク
リームを包み、さっぱりと甘酸っぱい
マンゴーソースをかけました。

商品名：スイートマンゴー
　　　（アルフォンソ使用）　
販売期間：7月～9月頃　
価格（税込み）：185円

おすすめ
商品

「宮代iIine!を見た」で、
アイスコーヒー レギュラー▶ラージにサイズＵＰ！特典
※お一人様一杯限り　※有効期限9月末日迄

「宮代iIine!を見た」で、

スタンプカード
１ポイント進呈

特典

※お一人様につき1ポイント迄
※有効期限9月末日迄

営業時間：9：30～17：00　定休日：月曜
交　通：東武スカイツリーライン東武動物公園駅西口より徒歩12分
問合せ：0480-34-9799(姫宮店)

○取材にご協力いただいたお店を掲載しています。

ふるさと納税ってご存知ですか？
宮代町では、役立てたい事業を選択し
て寄付することができます。宮代町のま
ちづくりの応援よろしくお願いします！

宮代町ページ　
http://www.furusato-tax.jp/japan/prefecture/11442

町公式

暮らしや福祉、観光に関
する出来事や募集情報、
公共施設の紹介などを
発信。

新しい村

農産物直売所森の市場「結」
の旬の野菜情報、イベント
情報などを発信中！

ふるさと納税ポータルサイト
“ふるさとチョイス”[発行]宮代町産業観光課（南埼玉郡宮代町笠原1-4-1）

[編集・制作]株式会社ぱど　[部数]29,000部

[問]宮代町産業観光課　0480-34-1111（代） 内線265

次回の宮代iIine!は
気になる内容は…
みやしろまるごと観光カレンダー〈春～夏〉（仮）
※内容は変更になる可能性があります。

3/3（金）発行 もっと宮代町を
知りたくなったら

ツイッターで
最新情報発信中！

宮代町の定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」は、宮代町の楽しさ、暮らしやすさ、宮代の「今」をファミリー向け住宅情報とともに紹介しているサイト
です。女性目線の物件レポートや、新しく宮代町の住人になった方のインタビューなどもお届けしています。また、当サイトでご覧いただいた物件を購入
し宮代町へ引っ越していただくと、宮代町から2万円の商品券がプレゼントされるんです！　
子育て世代からシニア世代まで役立つイベント＆観光情報、町での生活情報まで網羅された「みやしろで暮らそっ」で、あなたも宮代町がまるわかり！

みやしろで暮らそっ 検 索町の情報＆住宅物件がまるわかり！ 
「みやしろで暮らそっ」をご存知ですか？

43最短 　　分！　東武動物公園駅↔上野駅


