
いま絶対に行くべき店

目玉の一品
世の中にはまだまだ知らない超絶美味しい料理がたくさんあるものです。そん
な驚きと感動を求めているあなたにとって、感動的な出会いになること間違い
なしの料理たちをご紹介。どの料理も、一口食べれば幸福感に包まれるものば
かりです。これを食べたら、誰かにおすすめしたくなっちゃいますよ。いつもとは
違う新たな料理で未知のグルメ体験をしてみてはいかがでしょうか？

R e c o m m e n d e d  d i s h

3月オープンの話題のバーガーショップ。ここの
メニューはどれも素材にこだわっていて、特に
ハンバーガーの要となるバンズとパティにはこ
だわっている。毎朝丁寧に仕込んだ自家製バン
ズは、厳選した北海道産の小麦粉を使い、香ば
しいうま味ともっちりとした引きのよい食感。ま
た赤身・脂身をバランスよく組み合わせた100%
ステーキビーフパティは肉肉しい噛みごたえの
中にジューシーさも感じられる、満足感と奥行き
のある美味しさ。ドリンクも季節ごとの限定もの
も続々登場しているので、要チェックです。イート
インだけでなく、テイクアウトやデリバリーも
やっているのでいろんなシーンで重宝しそう♪

☎055-267-6083   甲府市塩部4丁目1-19
●営／11:00～14:00  16:00～18：00
●休／日曜日

一口でこだわりを実感できる
ハンバーガーのおいしさ！！

1.店内はボックス席とカウン
ター席があるので、シーンに
よって使い分けて！！2.左：宇
治抹茶クリームフラッペ…
520円（税込572円）、右：丹
波黒豆クリームフラッペ…
520円（税込572円）／細か
く砕いた氷のしゃりっと食感
が、暑さを一気に忘れさせて
くれるこの季節のマストドリ
ンク♡この他に、エスプレッ
ソミルクフラッペ…460円
（税込506円）もありますよ！！

BUNS BURGER & CAFE

BURGER MENU

1

2

3

　　スモーキー“ヘシコ”バーガー 
（ポテトフライ or オニオンリング付）  1,180円

へしこ（鯖のぬか漬け）の豊潤な香りと味は独特の

風味と相まって、食べると旨味と香ばしさが口いっ

ぱいに広がります。100%ステーキビーフパティ、

チェダーチーズとの相性も抜群！！唯一無二の、ま

さにここでしか食べられないオリジナルバーガー

を是非、ご賞味あれ！！

バンズバーガー & カフェ
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バンズバーガー スタンダード
スモーキー“ヘシコ”バーガー
アボカドチーズバーガー
3種のチーズバーガー
ダブルチーズバーガー
フィッシャーマンズバーガー
ベーコンエッグバーガー

¥980（税込¥1,078）
¥1,180（税込¥1,298）
¥1,280（税込¥1,408）
¥1,200（税込¥1,320）
¥1,580（税込¥1,738）
¥890（税込¥   979）
¥1,580（税込¥1,738）

★テイクアウトには別途パッケージ代がかかります。

3.瀬戸内レモンクリームフラッペ550円（税込605円）／レモンの爽やかさが夏の
暑さを忘れさせてくれる、7月末に登場したばかりの新作フラッペ。口いっぱいに
広がる瀬戸内レモンの爽やかな香りとまろやかな酸味で気分もリフレッシュ♪



当店の代名詞となっているハンバーグは絶対
に押さえておくべき、まさに目玉の一品。6種
類のハンバーグステーキに加え、7種類以上
のアレンジされたハンバーグがラインナップ
される、ハンバーグ天国です♪その他、ビーフ
ステーキやチキンソテー、グラタン、パスタな
ど、そそられちゃう洋食メニューがずらり！！季
節限定メニューや新メニューも登場している
ので、この機会にぜひ足を運んでみて！！

☎0555-72-3753
南都留郡富士河口湖町船津2558
●営／ランチ 11:30～14:30（L.O.13:50）
　　　ディナー 17:30～21:30（L.O.20:30）
　※コロナ対策により時短営業あり
●休／毎週月曜・第3日曜  ※都合により不定休あり

圧倒的なリピート率の高さ！！
一口食べればその訳に納得。

1.ミックスランチ（ライス・コーヒー付）￥1,350／ハンバーグ
（150g）、エビフライ、サラダなどいろいろ乗った一皿で大満足の
ランチ♪ 2.焼きチーズカレー￥1,450／不動の定番人気メニュー
の一角を担う「焼きチーズカレー」。鉄板で焼かれてアツアツなの
に、夏に食べたくなっちゃうんですよね♡

ガーリックハンバーグ1,180円／ポワルの数あるハ
ンバーグメニューの中でも、不動の人気No. 1を誇るの
がこちら！！どれにしようかと迷ったときはこれにしてお
けば間違いありません。

本格洋食屋さん ポワル1

2

　　［8月限定・新メニュー］
　　ゴロゴロ夏野菜のハンバーグ 

1,400円
程よい酸味を感じる濃厚な味わいのトマトソースと自

慢のハンバーグの相性は想像を超える絶品の味わ

い！！横に添えられた彩り豊かな数種類の旬野菜たち

に、これまた食欲を一層掻き立てられる♡採れたて野

菜を使っていることもあって数量限定なので、これ狙い

の方は早めのお時間がオススメ！！
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好評のテイクアウトメニュー
・ハンバーグ弁当
・牛ステーキ弁当
・ドリア
・スープカレー
・ガーリックポテト
・オードブル
その他、多数あり

1,200円　
1,700円　
　850円　
　980円　
　600円　
3,300円～

「美味しいものを食べてもらいたい」というご主人
が作るハンバーグは、甲州ワインビーフを100%
使用!!お店でミンチし、数日かけてソースを作るな
ど徹底したこだわりと愛情が詰まっている。これか
らの季節、高原野菜を使用したサラダや付け合わ
せの野菜も魅力なんです！お肉や野菜はもちろん
卵やパン、ライスそして八ヶ岳のジャージーミルク
などとことん地産地消にこだわった安心安全な料
理が楽しめますよ♪八ヶ岳の自然を満喫しに訪
れる際は是非立ち寄ってほしいお店!

☎0551-48-3166   北杜市高根町清里3570-1
●営／ランチ 11:00～15:00（L.O.14:30）　
ディナー 17:00～20:00（L.O.19:30）
●休／月、火曜日定休（祝日は営業） ※8月不定休
http://www.palladium.co.jp/
yamano-jikan/

甲州ワインビーフ100%の
愛情たっぷり絶品ハンバーグ

1.北杜の大自然で育った新鮮野菜の本当の美
味しさを味わって！！ 2.国道141号線沿いの分か
りやすい場所なので、八ヶ岳の自然を満喫しに
訪れる際は是非立ち寄ってみては♪

イタリアンハンバーグステーキ（200g）
1,760円／お店こだわりのジューシーなアツ
アツハンバーグの上に、トマトとチーズをの
せた女性に人気のハンバーグ♪

甲州ワインビーフ COUNTRY GRIL やまの時間

やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン
【プレミアム食事券】が使えます!
使用期間:2022年8月31日（水）まで

INFORMATION

1

2

黒味噌デミソースのランチプレート
…1,595円

ヤマノジカン

HP

150gハンバーグステーキ・ライス・イタリアンサラ

ダ（+110円でドリンク付き）。店舗前の自家畑で豆

から育て、3年間熟成させた自家製味噌を使った、

デミ味噌ソースを使用！！ 

GS●

至韮崎

至野辺山

141

丘の公園
入口

道の駅
南清里
●

至清里駅

★

食材高騰の為、今後、価格が変更になる場合
がありますので、ご了承ください。



ここに行く度に思うけど、「本当にどれにしよう
か迷っちゃう」！！そんな心踊っちゃう悩みを抱き
ながらのメニュー選びが楽しい♪パスタやピザ
だけでもざっと60種類ほど！！それ以外にお肉料
理やおつまみにぴったりな副菜、そしてパン
ケーキやパフェなどのスイーツまでとにかく至
れり尽くせり♡また11時のオープンからディ
ナーまで通し営業というのもここの魅力。さらに
すべてのメニューがテイクアウトできるので、い
ろんなシーンで重宝すること間違いなし！！

☎055-288-8887
甲府市徳行2丁目8-15ウェルネスゾーンA-6
●営／11:00～22:00（L.O.）
●休／水曜

豊富なメニューラインナップが
幅広い層から支持されている。

1.フレッシュトマトと4種のチーズハンバーグ1,078円／4種のチー
ズで焼いた贅沢なハンバーグ。トマトソースとの相性もバッチリ！
残ったソースをバケットにつけてどうぞ！
2.牛のサーロインステーキ1,738円／肉が食べたいって思ったらこ
れ！焼き加減はお客様に合わせてお作りすることも可能です！味は
塩コショウで肉そのものの味をお楽しみください！

3.夏のチョイスランチ1,848円（ディナーは前菜付き2,310円）／
サラダ、パスタ、ピザ、ドルチェ、ドリンクが付いているお得なラ
ンチ!!夏といえば冷製パスタ‼クリームベースにアボカドと生
ハムを一度に味わえます！リピート確定です！ピザは定番のアボ
カドとサーモンはたまらない！オイルベースです！デザートやド
リンクも夏にピッタリなものになってます！（※デザートをパン
ケーキに変更の場合／ランチ2,178円・ディナー2,640円）

La PACE 甲府昭和店  

INFORMATION

1

2

3

　　フローズンベリーの
       ベリーベリーパンケーキ 1,078円

ふわっふわなパンケーキに、フローズンのベリーとラ

ズベリーの甘酸っぱさがマッチ！絶妙な食感の違いも

楽しんで♪見た目も味も気分が上がる爽やかで華や

かなパンケーキに満たされます‼

ラ パーチェ  コウフショウワテン
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980円
1,080円
1,380円
1,050円
780円
1,380円
 各980円

4,250円･5,250円･6,480円

店内・テイクアウト共通メニュー（一例）
オムライス
マルゲリータ
海の幸のトマトパスタ
カルボナーラ
生ハムのサラダ
自家製ローストビーフ
スフレパンケーキ
オードブル(4名)

※消費税：店内10％ テイクアウト8％
ドリンク類もテイクアウト可能

定番はもちろん季節毎に旬な食材を最大限に
活かしたこだわりのハンバーグを求めて、多く
のファンが足繁く通う『ハングリーゲート』。食
欲が低下する暑いこの時期もお任せ!夏のおす
すめ「ハンバーグトマトカレー」はフレッシュな
トマトがたっぷり入った酸味と旨味が凝縮し
た、この時期にぴったりの一品。他にも香味野
菜をふんだんに使ったヘルシーハンバーグも
要チェック♪また、老若男女と問わず幅広い方
に人気のオムライスなど洋食メニューもご用
意しているので、こちらもお楽しみください。夏
を乗り切る元気と幸福感を味わいにこの機会
に訪れてみてはいかがでしょうか。

☎055-275-1766　中巨摩郡昭和町西条5219-2 2F
●営／11：30～15：30（L.O.14:30）
　　　18：00～23：00（L.O.22:00）
●休／月曜定休 　※その他、月に1日不定休あり

夏の一押し!トマトの酸味が
効いた爽やかハンバーグカレー♪

1.オムライスやドリア、グラタンなど大人から
お子様までみ～んな大好き洋食メニューも
充実☆ 2.大切な人へのちょっとしたサプライ
ズにデコレーションしたデザートプレートは
いかがでしょうか。

大葉とみょうがと九条ねぎのおろしぽん酢ハ
ンバーグ 1,480円／旬の大葉とみょうがに甘
さと香り豊かな九条ネギをふんだんに使っ
たカラダに優しいヘルシーハンバーグ。
(ランチ時はライスorパン・スープ・ドリンク付）。

Hungry Gate

●シチュエーションに合わせたコース料理もご用
意しているので、お気軽にお問い合わせください。
●誕生日や各種記念日にはデザートプレート
もご用意。お皿に心を込めてデコレーション
してくれますよ!

INFORMATION

1

2

フレッシュトマトの酸味が効いたカレーと厳選国産合挽き

肉を使用し、毎日手ごねして作るふっくら肉汁溢れるボ

リューミーなハンバーグが爽やかにマッチした食欲が進む

夏のおすすめハンバーグ。彩り豊かな夏野菜もたっぷり♪

(ランチ時はライスorパン・スープ・ドリンク付）。 

※夏野菜の内容は異なる事があります。

ハングリーゲート
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昭和高校

20

ハンバーグトマトカレー 1,480円



いま絶対に行くべき店 目玉の一品

8月18日でオープン7周年を迎える「ジャルダ
ンアッシュ」。毎年8/1～9/30までの2ケ月間、
お客様に感謝の気持ちを込めた『アニバーサ
リーランチコース』が登場しているが、今年も
期待を裏切らないスペシャルな内容！！しかも
これだけ充実した内容のお料理が2,200円と
いう驚き価格でいただけるとあって毎年大好
評なんです！！贅沢感とお得感の両方を満喫
できる、絶対に見逃せないランチコースは必
食です！！大人気なのでとにかく早めのご予約
がオススメ！！※この期間のランチメニューは
「7thアニバーサリーランチコース」のみ。

☎055-267-2300　甲斐市島上条3070
●営／11：30～14：00（L.O） 
　　　18:00～21：30（L.O）
●休／不定休

毎夏の楽しみのひとつ！！
8/1より恒例の『アニバーサ
リーランチ』がスタート♡

美味しくって素敵なデザートで記念日をお祝いしたい♡可愛すぎ
る評判のアニバーサリープレート。お誕生日や記念日など特別な
日のお祝いにぜひ利用したいですね♪
※ご予約はご利用日の前日までにお願いいたします。

ジャルダンアッシュ  フレンチカフェバー

　　7th アニバーサリーランチコース 
2,200円

・前菜  ・スープ  ・魚料理  ・肉料理  ・デザート
・パン  ・コーヒー

※プラス料金でメイン料理の変更可

◆期間：8月1日（月）～9月30日（金）
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お店の誕生日8月18日（木）は！！
この日のメニューは『7周年記念ランチコース』
のみとなり、ランチタイムだけでなく、なんとディ
ナータイムでもこの料理を2,200円で味わうこと
ができますよ！！

Instagram

人気のパスタやピッツァはもちろんイタリア
ンをベースにお酒にも良く合うオリジナリ
ティー溢れる1品メニューも充実の隠れ家ダ
イニング『ルコッティ』。居心地の良い空間でリ
ラックスしながらお食事をしたり、お酒を飲んだ
りとシーンに合わせて愉しめる。また、スタッフ
さんも気さくに対応してくれるのでお一人でも
気軽に通えちゃいますよ♬

☎055-206-1756   中央市布施3386-1
●営／11:30～15:00（L.O.14:30）
　　　18:00～23:00（L.O.22:30）
●休／木曜日
※駐車場はお店の奥に
　あります。

ワインとの相性抜群の
ちょい飲みプレート登場♪

1 .気取らず気軽に愉しめる落ち着きの
あるカジュアルイタリアン。2 .楽しい夜
を演出してくれるシェーカーカクテル
もオススメ! !

海老と明太子のチーズオムレツ 800円
／ふわふわ食感のオムレツの中にはと
ろ～りチーズがたっぷり♡明太子ソー
スと絡めて召し上がれ♪

ITALIAN DINING  LUCOTTI

◆オリジナルチーズフォンデュコース 3,400円 
　（要予約、2名様～）
◆飲み放題プラン 4,000円
　2時間飲み放題+料理5品（要予約、4名様～）

INFORMATION
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　　ちょい飲みプレート 1,850円

ワインなどをはじめとしたお酒のあてとしてベスト

マッチのアラカルトがちょっとずつ盛りつけられた

お酒飲みの方にはもってこいの新メニュー。

※料理の内容は変更になる場合がございます。

ルコッティ

※その他シーンに合わせたプラン2,900円～
ご用意。お気軽にお問い合わせください。

9月17日は都合によりお休みさせて頂きます。

PayPayもご利用可能♪
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●美容院

●デニーズ

昭和バイパス
釜無工業団地

●ブックオフ
日曜日のランチタイム
アルバイト募集



そば好きからココに来てそばが好きになった
という方まで、その美味しさに虜になってしま
う方が多い人気店『なか澤』。日本料理の経験
を持つ店主が季節の食材を丁寧に活かした

「そば懐石コース2,200円～（定休日でも予約
可）」もオススメ!そばはもちろん、こだわりの
清水港から直送の本マグロや四季折々の味
覚も堪能できますよ♪そして何より、リーズナ
ブルなのでちょっとしたお食事会から接待な
どにもご利用してみてはいかがでしょうか?

☎055-275-4801　　昭和町西条新田707-1
●営／平日昼11：30～14：00   夜18:00～21：00頃
　　土日祝昼11：30～14：00   夜17:45～21：00頃
●休／木曜日 ※月曜日の昼の部のみ営業
　　　※祝祭日の場合は営業

暑い夏はそばをツルッと爽快に!
旬の料理と一緒にどうぞ

1.毎朝打つ、『なか澤』の自慢の二八そばは
ファンが多い。 2.第2駐車場も完備しておりま
すので、こちらもご利用ください。

うな丼 1,500円（味噌汁、1品付）／上品な脂と
身の柔らかさを兼ね揃えた浜名湖うなぎを使
用。夏バテ気味の方はうなぎを食べて暑い夏
を乗り切りましょう!

そば・うどん なか澤

昭和町3活プレミアム付商品券が利用できます!
・1,100円セット→平日昼のみ1,000円セットに!!

やまなし食のグリーン・ゾーン応援キャンペーン
プレミアム食事券が使えます!
期間:～令和4年8月31日まで

INFORMATION

1

2

　　天もりそば 1,150円

自慢の喉越しが良い手打ちそばと海老をはじめ、季節

によって異なる野菜などの旬食材が味わえる天ぷら盛

り合わせが付いたおすすめメニュー。サクサクと軽い

食感で、素材の旨味や香りが凝縮され、素材そのもの

の美味しさが楽しめる天ぷらは塩がオススメ!
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20PayPayもご利用可能♪

幅広い世代の方に愛される洋食メニューが
充実の『れんが亭』。オープン当初から不動の
人気を誇る一品が「ハンバーグ」。霜降り脂が
上質な和牛とオーストラリア産牛、国産豚粗
挽肉を使用し、こだわりの弾力のある食感と
ジューシーに焼き上げた自慢のハンバーグは
圧巻の美味しさ♪特に「れんがハンバーグ」
は、一度食べたらリピートしたくなる、まさに
目玉の一品だ!!

☎055-278-5507　
中央市成島1657-2
●営／11：00～15：00（14：00L.O）
　　　17：00～22：00（21：00L.O）
※ディナータイムは営業時間を
短縮させて頂く場合がございます。
●休／年中無休

老舗洋食店ならではの
安定した美味しさが評判!!

1.ブルーベリープレート 680円／ブルーベリー
ティラミスとブルーベリーレアチーズの2種類
のスイーツが楽しめる贅沢で夏らしい甘酸っ
ぱい大人のデザート♪ 2.ソムリエが厳選した
ワインもご用意しています。

デミグラスオムライス 1,200円／玉ねぎをソテーし、その甘味
を効かせたバターライスにとろっとろの半熟卵をのせ、バ
ターライスとの相性抜群の特製デミグラスソースと一緒に召
し上がれ♪一口食べれば笑顔になる美味しさ♡ ※平日限定
ランチは1,250円で、生野菜サラダ・ドリンクバー付でお得!!

街の洋風食房 れんが亭

◎テイクアウト
贅沢メイン＆前菜サラダ弁当（ライス付）
人気のれんがハンバーグ1,200円をはじめ
オードブル盛り合わせ3,150円などを用意。
（最終受付時間19：00）　【価格は税込】
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　　れんがハンバーグ 1,600円

ハンバーグの中にはとろ～りモッツァレラチーズ♡

熟成生ハム・チェダーチーズ、仕上げに香ばしいフラ

イドオニオンとマヨネーズ。温泉卵と絡めてどうぞ♪

※平日限定ランチは1,680円で、生野菜サラダ・ド
リンクバー・紫黒米or白米or石窯パン付でお得!!
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噛めば噛むほど味が出てくる100％手打ち
の強靭なコシのある太麺にとことんこだ
わったここのうどんは、吉田のうどんを語る
上で、ぜひ押さえておきたい一店。ダシは味
噌醤油ベースのしっかり目の味付け。お約
束の肉うどん・肉天うどんの他、季節の移り
変わりで登場する限定のうどんが食べられ
るのも、リピートしたくなる理由のひとつと
なっている評判店。

☎055-261-0216　笛吹市石和町広瀬760
　　　　　　　　　　　（東八代合同庁舎前）
●営／10：00～14：00（L.O）
●休／火曜

100％手打ちの吉田のうどんを
さっと食べて帰るならココ！！

1.冷やし肉ぶっかけ￥600／大根おろしのつけ汁が、よりさっぱり
感を味わえる一品。クールダウンしたい時はこれで決まり！！
2.肉月見￥550／暑いときでも安定の人気を誇る、あったかうどん
の代表格のひとつ！！いつ食べてもほっとできる安定の味◎。

月見ねぎスペシャル￥700／肉・天ぷら・わかめ、さらにたっぷりの
ねぎ、たまごが乗った、まさにスペシャルな大満足の一品がこれ！！
ねぎは欲しいけど、こんな盛り盛りじゃなくてもいいという方には、
シンプルな「肉ねぎ」がおすすめ！！

いま絶対に行くべき店 目玉の一品

吉田のうどん 手打ちうどん 富士1

2

　　冷やし肉天 600円

つるつるさっぱりといただける冷やしうどん・・・と

は言え、吉田系のうどんだけに、そんなにつるっと

は入って来ず、噛み進めながらいただくイメージ。

それがこのうどんの醍醐味なんでしょう♪お約束で

もある肉と天ぷらと共に、キンキンに冷えた手打ち

うどんの味を存分に堪能してください！！

※100%手打ちの為、麺がなくなり次第
　閉店となります。

至
韮
崎

至
大
月

ルートイン

陸運支局

東八代
合同庁舎

カタクラ

ブックオフ

● ●

●

●

●

Instagram

テウチウドン フジ

信陽製油株式会社
SHINYO OIL CO.,Ltd. 055-275-3611☎

Mail:info@shinyo-oil.com
信陽製油（株）は持続可能な

開発目標（SDGs）を支援しています。中巨摩郡昭和町上河東1319-7
●営／8：30～16：30　●休／土・日曜日

0120-753-612

お問い合わせ

https://www.shinyo-oil.com/

廃食油 無料回収
数量によっては買取もします!

植物油
、ラード、ショートニング

パーム
油等が回収可能です。

ドラム缶、18L缶、ペール缶で回収します。ドラム缶、18L缶、ペール缶で回収します。
※回収容器は当社でも用意いたしますのでお気軽にご相談ください。

お
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せ
く
だ
さ
い

!!

お客様にあった
回収頻度で
回収に伺います。

飲食店をはじめ、お惣菜屋さんやパン屋さん「レストラン・お食事処」があるホテ
ルから出る

揚げ物や炒め物に使った天
ぷら油・サラダ油など

食用油を凝固剤で固め、
可燃ごみとして処理していた方

大量に出る食用油の
処分に困っている方

【鉱物油（エンジンオイル、機械油等）は回収できません】 ●食用油脂製造・販売  大豆白絞油／サラダ油／ラード
　許可番号第5-307号　
●産業廃棄物収集運搬業（廃油・動植物性残さ）
　許可番号第1911009629号（山梨県）
　許可番号第2009009629号（長野県）
●産業廃棄物処分業（廃油・動植物性残さ）
　許可番号第1921009629号（山梨県）

事業内容

～詳しくはお気軽にお問い合わせください～


