
P14A3☎ 043-312-4845
宮崎県から仕入れる宮崎牛のメ
ニューや、ニンニク醤油ご飯にチ
ーズがかかるボンボンライス
1100円が名物。卵や蜂蜜、イチ
ゴなど四街道の食材を使用した
スイーツでティータイムを楽しむ
のもおすすめ。
K鹿放ヶ丘282-12 kJR四街道駅から
市内循環バス「ヨッピイ」右回りで約
13分、農協入口下車、徒歩約2分 
J10 ～17時 i月
曜、月末の最終日
曜 p20台

はるの
GardenCafe

はるのがーでんかふぇ

oレトロで温か
い雰囲気。2階
には個室もある

宮崎牛や地元野菜の食事メニューが充実

ローストビーフ丼
1650円
肉のうま味が凝縮した宮
崎牛のローストビーフ。下
には野菜がたっぷり。有
料で肉増しもできる

ステキな空間でのんびりしたり、おいしい食事やスイー
ツを味わったり、まちのカフェは大切な癒やしの空間。
友達とでもひとりでも、ゆっくり過ごせる店をご紹介。

P14C2☎ 043-424-2780
スキューバダイビングショップ併
設のカフェ。インストラクターで
もあるオーナーが軽井沢の珈琲
専門店･丸山珈琲の技術を学
び、サイフォンで丁寧に淹れ
たコーヒーは絶品。コーヒー
に合う10種類のダッチベイ
ビーパンケーキは甘いダッチ
も、おかずダッチも人気。
Kもねの里2-38-43 kJR物井駅
から徒歩約10分 J11～19時 i
月曜、ほか不定休あり（HPなど
を参照）p3台

87 cafe
はな かふぇ

サイフォンで淹れるスペシャルティコーヒーを

丸山珈琲ブレンド
500円
ダッチベイビーパンケーキ
（ベリーベリー）
680円
ふわふわしっとりのパンケーキに
アイスとフルーツがたっぷり
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P15B6☎ 043-422-2144
四街道駅前のビル3階という便利な立
地。食べごたえがあるハンバーグプレ
ート1000円のほか、ホットドッグ580円
などの軽食もあり、食事メニュー豊富な
のがうれしい。ミニパフェ450円やケ
ーキ500円などスイーツも。
K鹿渡2003-20 kJR四街道駅から徒歩約1分 
J11時～15時30分LO i無休 pなし

カフェ･デ･カルム
かふぇ･で･かるむ

しっかりも軽めもOKのカフェごはん

随所に海を感じる
さわやかなインテリア
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ハンバーグプレート
1000円
ビーフ100%のジューシーな
ハンバーグにパン、サラダ、
スープ、ホットカプレーゼ付き

P15B4☎ 043-433-4433
季節のフルーツをたっぷり使った見た目にも
美しい生ケーキ約20種をはじめ、焼き菓子、
パンなどが並び、スタイリッシュな店内は甘
い香りでいっぱい。ゆったりとした空間でイ
ートインもおすすめだ。
Kめいわ1-1-9 kJR四街道駅から徒歩約20分 J10
～19時 i月曜 p3台

パティスリー ティーンカーベル
ぱてぃすりー てぃーんかーべる

お茶と一緒に作りたてケーキをどうぞ

プレミアムチョコレ
ートケーキ 638円
季節のフルーツタル
ト550円～
季節ごとに変わるタルトが
楽しみ。ホットコーヒーは
330円

P15A4☎ 043-421-2213
無農薬で育てられた旬の野菜を
使用した安心･安全な手作り和食
が楽しめる。甘味セット770円～
も人気だ。ゆっくりくつろげるように水～金曜の14時
までは「大人時間」で未就学の子どもは入店不可。
K四街道3-12-6 kJR四街道駅から徒歩約12分 J11時30分
～15時LO i月･火曜 p10台

てまめや
てまめや

m和のこだわりを感じさ
せる店構え

地元野菜たっぷりの釜飯が人気

m絵本に出てきそう
なかわいらしい店舗

釜めし膳
1430円～
釜めしはカニ、タコ、
桜エビ、キノコ、山
菜など12種類以上
揃う。自家製豆腐
などのおばんざい
が数種類、ミニ甘
味、ドリンク付き

ママたちの
癒やし
スポット

P14C2☎ 043-310-6020
フランスの国立学校でパン作りを教えていた
ジャン･デリニオン氏が設立したパンの味は、
まさしく本物。伝統的なメソッドを守り続け、
本場の味を提供している。小麦やバターは日
本産やフランス産を使い分けるこだわりも。
Kもねの里6-16-3 kJR物井駅から徒歩約10分 J9
～18時 i日曜、祝日 p17台

ボー･スィエル
ぼー･すぃえる

本場フランスのパンを味わおう

m本格的な味を求
めて開店時から大賑
わいの店内o左下
から時計回りにクロ
ワッサン173円、デリ
ス･ダリス594円、ト
レビアン（食パン半
斤）324円、パン･
バニア389円

トラディショナル
346円
フランスの小麦粉を
使った看板商品

P15B4☎ 043-432-4682
パン生地は天然酵母100％、フィ
リング（具材）も無添加と、素材
を重視した安心･安全なパン作り
が評判で常連客が多い。ショー
ルームのようなスタイリッシュな
店内には焼きたてパンの香ばし
い香りが広がる。
K和良比766-5 kJR
四街道駅から徒歩約
15分 J11～18時 i
水･木･日曜 p1台

ソレイユ
それいゆ

自家製天然酵母にこだわるパン

玄米食パン
288円（1斤）
玄米を使った自家製天然酵
母100％の食パンは大人気

m大きなテーブルに焼
きたてパンが並ぶ

m左下から時計回りにアップルスイートポテト
216円、天然酵母塩パン178円、天然酵母バ
タール257円、天然酵母十勝ゆめブレンド198
円、北海道栗かぼちゃパイ168円、手づくり無
添加つぶあんパン158円、中央は天然酵母四
種のチーズ198円

ベーカリー激戦区の四街道市には、こだわりのベーカリー
も昔懐かしいパン屋さんも揃うから、各店お気に入りのパ
ンを探したい。パン屋さん巡りという楽しみ方もできそう！

四街道市民の
御用達！

P14C2☎ 043-310-7293
変わり種は少なく定番が多いが、
「どこよりもおいしく」がモットー。
店内にはコーヒーが無料で楽し
める広々としたイートインコーナ
ーやテラス席もあるので、焼きた
てパンをさっそく味わいたい。
K物井1809-8 kJR物井駅から徒歩
約20分 J7～19時 i木曜 p20台

リヨン 麦音
りよん むぎね

定番パンがいっぱい
みんな大好きな

m左下から時計回りに自家製カレ
ーパン162円、塩パン108円、オ
ニオン月見バーガー345円、プレ
ミアムメロンパン162円　n店内
には焼きたてパンが次々に並ぶ

コッペパン
129円
生地に豆乳を
使用しているた
め、ふわふわ食
感が堪能できる

バナナドリーム
168円
バナナ丸ごと1本入り。生
クリームとチョコレート、バ
ナナの組み合わせはやっ
ぱり最強

P15B6☎ 043-421-0083
昔ながらの駄菓子屋の雰囲気を漂わせる店内には、
だれもが学生時代を思い出すような調理パンがず
らりと並ぶ。オリジナリティあふれる具材とパンのコ
ンビネーションには感動。眺めているだけでも楽しい。
K鹿渡810－28 kJR四街道
駅から徒歩約10分 J9時30
分～21時 i月曜 pなし

ホームベーカリー ロッシュ
ほーむべーかりー ろっしゅ

心なごむ昔懐かしいパン

n左下から時計回りにレモン
パイ130円、ホワイトフィッシュ
180円、コーンメロディ152円、
アンドーナッツ135円

P15A6☎ 043-497-5488
北海道産の小麦粉に米粉を配合し、
卵や牛乳、バター不使用の無添加だ
から、ベーグル本来の粉の香りが堪
能できる。このほか地元野菜をたっぷ
り使ったサンドイッチやスイーツなどを、
ぜひ味わってみてほしい。
K四街道1-6-8 大和ビル102 kJR四街道駅から
徒歩約3分 J11～19時 i火曜 pなし

べーぐるきっちん

べーぐるきっちん
しっかりした粉の香りが楽しめる

nイートインできるテーブル席も充実して
いる n店でスライスした黒胡椒ソースが
味の決め手のローストビーフ＆ポテトサラ
ダ626円（右）と、天然紅ザケ使用のス
モークサーモン＆クリームチーズ626円

あんバター
302円
シンプルながら、餡
とバターのコンビネ
ーションは抜群で、
ベーグルの味が満喫
できる

n地元で愛されるパン屋さん

※テイクアウトの場合は、表示価格と異なります。

※イートインの場合は、表示価格と異なります。
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