
H パッパルデツレ� 1，680円

努事L「

図 ステッラ・力ン'J'¥一二ヤ

手作りにこだわった、本格イタリア料

理庖。5種盛前菜などがつくセットが� 
あり、色々な昧が楽しめます。� 

上並復町114-2 027-387-0755 

11:30~14:30 18:00~22:30 火曜休
..ct:漁師風、魚介のトマトスパゲティー� 1，500円

圏 じゃがいも ち浜国
カップルからファミリーまで、リー

ズナブルiこ本格パスタのコースが

楽しめるお庖です。

筑縄町47-10 027-362-8851 

11:00~22:30(L022:00) 
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図 リ ス ト ランデ・クリール

オープンテラスがある素敵なお庖

です。旬の食材を使用した本格イタ

豊富なメニュー、ボリューム、リ

プルな価格lこ大満足。40年
誇るお庖です。

問屋町1-10-24 027-3句-5269' 

11:00~22:30(L022:00) .. ~ 

月曜休 ア、� 

4マシャンゴ風スパゲティ'-760円~

悶 イル・クオーレ

新鮮な野菜を使用したパスタは絶品。

セットのドルチェも充実してます。

飯啄町154-1 027-388-8858 

11:30~23 :00 無休

由 イタリア料理ラデヤーチェ

真心を込めて素材を吟味しており、

落ち着いた庖内で、美味しいイタリア

料理をいただけます。

江木町1633 027-387-0550 

11:30~15:00 18:00~22・ 30(LO)

火曜休 .. 
"':::3.スカンピのタリアテッレ� 1，680円� /'x

高渋バイパスを通ると、ひときわ目立

つお庖です。明るい雰囲気で、素材の

昧を活かしたパスタがいただけます。

小八木町178田� 2 027-364-8831 

11:00~22:00(LO) 

モ日 16:00~17:30は準備中火曜夜休 月曜休(祝日の場合翌日定休)� 
〈エしディースランチ� 1，039円� <3.季節のおすすめパスタ� 850円~.• •.....••..... . ...•. . 


固 レヴ、アンテ 棋両

パスタはゆであげ。手作りのフェット
ヰ� 

事4ピザのみ~ ~ 

図 リポルノ 勿 区
環状線沿い貝沢町。アットホームなお

チーネ、ニョッキやケーキも好評です。 庖で、ペスカトーレもおすすめです。

江木町1498 027-328-4693 貝沢町1250-1 027-362-7700 

11:00~22:00(LO) 11:30~15:00 17:00~22:00(L021 :30) 

火曜休 火曜休(祝日の場合翌日休み)� 
ヤ 腕唐辛子と野菜の阿川ス� 840円 ~"'{ リポルノ風クリームスパ 880円

図 ナチユラルダイニングアルコバレーノ� JUJU-6678R想TZ。� 
収容人数150名。窯焼きピッツアとパスタが中 無休� 

14榛名鶏と群馬県産キノコの
心で、多様な目的lこ合わせたお部屋が利用でき 今1由子胡槻風昧� 1，380円

ます。フ日ーやお友達、力引しでどうぞ。 ランチ悦 デイナヨピザのみ層

回 ラウライタリコ 労 回

バルクハナミズキの最奥にある、
ちょっと大人のお庖です。本場の雰
囲気と昧をそのままに、飲んで食べ
て楽しめる素敵なお庖です。

11:00~16:00(L015:00) 
: 井野町1009-4バルクハナミズキ内� 027-381-8787 

17:30~23:00(L022:00) 無休� 
11:30~15:00(LO) 17:30~22:00(LO) 

~r.: ^:t.Jf--['" P3 楠 木(不定休有)ペスカトーレ� 924924円� . 
~~ ゴ)，ゴンゾーラチースの トマトウ') ムス)(ゲツティ� 1，0∞円.......................•..••.....••••.... . 


¥ 

ワインが豊富で、� 1日2回焼く手づく

りパンも好評です。個室があり、気

の合った仲間でくつろげます。

新保町69・1 027】 350-1535

Z小えびの同ク日ルツコラ添え叩円 リアンをどうぞ。� -・ ・・・・� E ・� ・・・・・・・......・・.......................
E

. .. 742-2 027-353-8222上大類町� 

m
ヴ、イラ・ローマ高崎庖

手作りにこだわったパス夕、ピッツア、

新鮮サラダが食べ放題のビ、ユツフェ

スタイルのお庖です。ジエラート付の

セットも楽しめます。� ..ノ

飯塚町72-1 027-365-5032 司� 

11:00~22:00 無休� 

'<':1ィヲ')アンビュッフェ(まつかなトマトのマ レソース)
， ランチビュッフヱ� 1，050円~

窃 パ ターテ緑町居

パスタはもちろん、ランチ・ディナー

ともピッツア食べ放題セットが人気。� 

13種類のケーキも好評です。

緑町1-29-6 027-363-7337 

無休00(L022:00):00~23:1.1 
〈主生パスタモッツアレラとパジル� 935円

ちポ ランチ今4522帥 市

Qモポ

11:00~15:00 17:00~22:00 /x  

月曜休 官 、

"':3.シフードスパゲティ� 1，300円 悼4

回 伊太利茶屋� Nero

シルクパウダーやコラーゲン入り

の手打ち生パスタが楽しめます。

モチモチ感がたまりません。

緑町4-12-4 027-370-2550企/間百�  

11:00~24:00 無休 /yo.. ~ 

〈玄ぷりぶり海老のトマトクリーム� 1，008円

図 レストランシャクナゲ

地産地消に取り組んでおり、安心・

安全な句の食材を使用したパスタ

がおすすめです。


上並榎町1111-7 027-363-2440 

11:00~22 :30 無休

・4ヱマーレトマトの辛口スープパスタ� 880円

土日貌鉱 労 司 容ー

自家栽培の句の野菜を使用し、手打

ちパスタが評判。産地直送の魚介を� 

L生かした料理がいただけます。

問屋町4・7-1 027・364-1447

引 :00~14 : 30 14:30~17 :30(ティ タイム)� 

17:30~23 : 00(L021 :30) 

相星休� 
~":t北海赤工ピと魚介たっぷりトマトクリーム 

. 図 ガンベロッソ託� ζ
ファミリーやカップルに人気のぺア 生パスタやボリュームあるサラダ

セットが大好評。 10種類以上の自家 がおすすめ。落ち着いた庖内で

製ケーキも人気です。 ゆっくり食事を楽しめます。

上並榎町479-3 027-363-0295 筑縄町1-42F 027-370-3006 

11:00~15:00 11:30~15:00(L014:30) 

17:30~21 :OO(LO) 17:30~22:30( L022:00) 

火曜休 水曜休� 

ヤ ワタリガ二の同クリームスJげティ� 9∞円� ~工叫初日ガンベロツソ 1 ， 130円
.....・・・田・・ ・・・・・・・"........


包 シルクロード石原居

新鮮野菜とフルーツのサラダ/てーが

あり、メニューが豊富でファミリーに

人気のお庖です。

石原町3220-1 027-323-3821 ヂ、� 
11:00~22:30 無休� fi'II 

ヤ ローマ法王風間円 巳~

園 アンジユ・ム一トン

ワインの種類が豊富で、本格イタリアン

を素敵な庖内でお楽しみください。

倉賀野町1167-4 027-347-7255~ガ 

11: 30~15:00 18:00~22:00 置、

木曜休� i竺畠
〈豆天使のエピのトマトクリームソース� 1，580円

高
一回

アットホームなお庖です。魚介を使っ

た色々なパスタが楽しめます。

下里見町1226-1 027-344-8515 

木曜休:0017:30~21:00~14:001.1 
-<3:魚介を使ったパスタ� 800円~� ...................置.• 


奥行きのある広い庖内で、パスタは

もちろん、サラダパーとピッツア食

べ放題が楽しめます。

西国分町158-1 027-360-6344 

11:00~24:00(L023:20) 無休

〈てEとるーりチーズのアマトリチャーナ� 990円� 

@ ククグ、や、� l1) y ち勿託首リ.:L九ユ、ツ汐ク

ランチはセツ卜メ二ユ一で、夜は落ち

着いた雰囲気で食事を楽しめます。

冷水町132-1 027-373-3037 

11:00~24:00(L023:00) 

事 机立と初この即日� 892P3

アットホ ムな感じで、明るいス

タッフが接客してくれます。地元の

人にも人気の闘です。ち託 信

棟高町2580-1 027-373-8140 

11:00~15:00 17:30~21 :30 不定休

ヤ 辛口ベスピオ� 850円

ピザのみ
棋市

園 肌リ附jlJI'J ピアチ工ーレ

契約農家直送の新鮮野菜や地場野菜

を使った季節のメニューがおすすめ。

野菜ソムリエのシェフが作るパスタも

好評です。� 1&/
上並榎町249-9 027-387‘0680 T 可� 

包 パツパーレ�  

旬の食材を使用し、おすすめは黒 

板をチェック。ワインも豊富。テラ

ス席はペット連れもOKです。


緑町ト4-4 027-364・8800 

11:15~15:00 17:00~21 : 30(LO) 

00):00(L021:00~22:30)18:0l 400(L:0~15:311 土日祝):15~2130(11 

月組休(祝日の場合翌日定休) 火曜休

"':3.ワヲリガ二のトマトヲリーム味のスJiゲティー� 1，290円 ヤ 季節の腕野菜を使ったパスタ950円

国 ボンジ、ヨルノ本庖

ボリュームがありお腹いっぱい食べ

たい人にはおすすめ。このほか市内

に3庖舗あり、本格石釜で焼いた

ピッツアも大好評です。
筑縄町50-1 027目� 362-7722 

11:00~23:00 

水曜休(祝日の場合は営業) 生，./声百
.<-主力、yチヤジョ ネ� 924円� /̂ ~却

人気のトマトクリ ムソースは、後昧

あっさりで幅広い年齢層から人気が

あります。森のような庭を眺めなが

らのんびりと食事が楽しめます。

菊地町149-4 027-344-8451 

1J ∞ ~1 4:30(LO) 17:00~21 :OO(LO) 木曜休
〈宝 生川目的アレラのトマトウ')ームスパゲティー� 1，450円

庖内ボードのおすすめメ二ューで、あれこ

れ迷ってしまいそう。J'¥スタはもちろん、

チーズリゾット、ハン，)¥:ーグも好評です。

吉井町池1486-8 027-387目7740 

11: 30~14 :00 18:00~21 :00 水曜夜休
〈三たらこのクリ ムパスヲ� 945円

図 トラットリアシュン

明るく落ち着いた庖内で、県内産の

食材を使ったオリジナ

だけます。� 

http:r.:^:t.Jf

