本庄スイーツ
セレクション
Honjo Sweets Selection

はにぽんわっふる 160円
はにぽんをかたどったワッフ
ル。フランボワーズクリーム
をサンド。他2種あり。
Hanipon waffle 160 yen
A waffle with the shape of
Hanipon. filled with Framboise
cream.

もって帰るなら、
こんなお土産はいかがですか？

本庄野菜
Honjo vegetables

採れたて、新鮮な 本庄野菜。
ぜひ、食べてください！

はにぽんのおやつ
450円
かわいいはにぽん形クッ
キーと、風味豊かでしっと
り濃 厚なはちみつバター
ケーキ。

本庄市観光協会
本庄野菜ページ

Hanipon’s Snack 450 yen
Cute Hanipon-shaped cookies,
and flavorful, moist and rich
honey butter cake.

銘菓 まゆ玉 110円
お伊 勢さん菓子博2017で 金賞を受 賞。
繭の形をした白あん入り焼き菓子。
Famous sweets: Mayudama 110 yen
Mayudama won the gold prize at the 2017 National
Confectionary Exposition in Mie. It is a cocoonshaped baked cake containing white bean paste.

「本庄で作れない野菜はない」そう言われるほど農業が盛
んな本庄市。一年を通して様々な野菜が生産されており、
季節ごとに旬の野菜をお楽しみいただけます。朝採りの「本
庄きゅうり」は歯応え抜群でみずみずしく、市内児玉地域
で生産される「児玉なす」は知る人ぞ知る高品質ブランドな
すです。白身が長く美しいことで有名な長ねぎ「本庄美人」
や県内一位の生産量を誇る「児玉たまねぎ」等、安全・安
心な新鮮野菜を是非、味わってみてください。

本庄山車あられ
300円、350円、500円（＋
税）
昔ながらの仕法で一つひと
つ丹精込めて焼き上げた
あられ。

Agriculture flourishes so much in Honjo City, where a wide variety of
ve g et a bles c a n b e made. Va rious ve g et a bles a re pro du c e d
throughout the year, and you can enjoy seasonal vegetables in each
season. "Honjo cucumbers" harvested in the morning are crispy and
fresh, and "Kodama eggplants" produced in the Kodama area of the
city are high-quality brand eggplants. Enjoy safe and secure fresh
vegetables including long onion "Honjo Bijin," famous for its long
and beautiful white stalk, and "Kodama onion," which is the largest
production in the prefecture.

Honjo Dashi Arare (cube
rice cracker) 300 yen, 350
yen, 500 yen (+ tax)
A rare carefully baked in a
traditional method.

御菓子司せきね Sekine
所 本庄市中央3-3-41/ 3-3-41 Cyuo Honjo-shi
☎ 0495-22-2315 時 9:00-19:00
休 水曜 ／ Wednesday
Map p18 c-3

どらQ 173円
本庄産朝採りキュウリを細かく刻
み生地とあんこに混ぜ込んだ一品。
Dora-Q 173 yen
A dora-yaki made from finely chopped
cucumbers freshly harvested in Honjo in
the morning mixed with dough and sweet
bean paste.

塙保己一最中
150円
明治30年創業の和
菓子屋さんの三色
（ 小倉・白・ゆず）
最中。
Hokiichi Monaka
(Bean-Jam-Filled
Wafers) 150 yen
Japanese confectionery shop founded
in 1897 offers this monaka. Three
flavors (ogura, shiro-an and yuzu-an)
are available.
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笹屋製菓舗 Sasaya
所 本庄市千代田1-3-21 / 1-3-21 Chiyoda Honjo-shi
☎ 0495-22-2297 時 9:30-19:00
休 月曜 ／ Monday
Map p18 c-2

You can purchase Honjo vegetables here!

本庄野菜は、
ここで買えます！

パンとお菓子 マロン Bakery&Patisserie Malon
所 本庄市児玉町児玉172-2 /172-2 Kodamacho-Kodama Honjo-shi
☎ 0495-72-1258 時 8:30-19:00
休 日曜 ／ Sunday
Map p25 d-4
秩父家菓子店 Titibuya
所 本庄市寿2-6-23 / 2-6-23 Kotobuki Honjo-shi
☎ 0495-21-0866 時 9:00-19:00
休 月曜 ／ Monday
Map p3
あかね Akane
所 本庄市駅南1-5-15 / 1-5-15 Ekinan Honjo-shi
☎ 0495-24-4016 時 10:00-18:00
休 水曜 ／ Wednesday
Map p18 d-3

あおぞら館直売所 Aozora-kan

こだま館直売所 Kodama-kan

☎ 0495-25-4183

☎ 0495-72-2818

所 本庄市643-2 / 643-2 Honjo-shi

所 本庄市児玉町蛭川223-1 / 223-1 Kodamacho-Hirugawa Honjo-shi

梅月堂 Baigetsudo
所 本庄市児玉町児玉78 /78 Kodamacho-Kodama Honjo-shi
☎ 0495-72-1036 時 9:00-19:00
休 月曜、第3火曜 ／ Monday, 3rd Tuesday
Map p25 d-4

時 4月～ 10月（April to October）8:30-17:00

時 4月～ 10月（April to October）8:30-17:00

11月～ 3月（Novemer to March）9:00-17:00
休 無休 / Open daily

11月～ 3月（Novemer to March）9:00-17:00

Map p3

休 無休 / Open daily

Map p2
所 Address 時 Business hours 休 Regular holidays
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