雅(みやび) 1
和食創作料理のお店です。
みんなでワイワイ炭火焼
を自分 でしながら食べら
れます。

釜飯ブリット 4

金釜

2

恵比寿寿司

昭和レトロな隠れた名店。
営業は昼のみ。単品なら
500円で食べられますよ。
おすすめは釜飯盛込。

おけらと
5
じゅんじの店
安くてボリューム満点のお弁当
屋さん。おすすめはその名もじゅ
んじ。ちくわ天がおいしいですよ。

ストラーダ

みどり寿司

7

安くて学生に大人気！（300
円～400円）桐生駅南口にあ
ります。おすすめはから揚げ
弁当、チキンカツ弁当です。

宴会プランが立てやすい
お店。お酒の持ち込みが
出来ます。幹事さんのお
店選びにおすすめです。

ノザワデリカ

従来の釜飯のイメージとは違
う洋風釜飯メニューもあり。
ちょっとリゾット風。おすすめ
はあさりめんたいとろ～りチー
ズ。

8

お持ち帰りのみのお寿司屋
さん。濃い味のいなり寿司が
おいしいですよ。五目寿司も
おすすめ。

3

6

おおとら食堂 13

図書館員
おすすめ
桐生のグルメ

注文を受けてから作るので、ほか
ほかの出来立て弁当が食べられ
ます。ボリュームもあり。カツ丼、
味噌焼肉弁当がおすすめです。

ほりえの
やきそば

9

10

辛いけど美味しいインドカ
レーが食べられます。
昼はナン食べ放題！

ペーパームーン 25
安くて美味しいハンバーグ
セットがあります。お金が
ないけど、お肉が食べたい
ときにいかがですか。

スパゲッ亭 33
加良
おすすめは鉄板焼きナポリタン。
思ったほどこってりでもなくほか
ほかで美味しい。寒いときにお
すすめですよ。

マリーポール 41
おすすめは生チョコケーキ。
チョコ好きにはたまらない濃
厚な一品。10等分に切れ目
が入っているので、手土産
にも最適です。

ブッダ

Ju The Burger 12

11

本格的なインド料理が食べ
られるお店です。ナンのおか
わり無料！おすすめはラン
チセット。

キッチン
マカロニ

26

メニューがとっても豊富。アル
コール類もたくさんあります。何
よりも大きなハニートーストを
若い皆さんに頼んでほしいで
す。

チキチキ

34

27

おすすめはオムライスです。
卵とご飯の硬さがちょうどい
い！ここで食べてからオムラ
イスが好きになりました。

NILS

35

桐生が丘遊園地の裏奥に
あるお店。魚介たっぷりの
パ スタは シ ン プル な塩味
で美味しいですよ。

石造りのお洒落な雰囲気で
す。生パスタはもちもちで美
味しいですよ。デザートもお
すすめです。

Miyake

ウチヤマ

42

本格フランス菓子のお店。
ケーキ、タルト、どれも絶品
で見た目もかわいい。苺の
パフェがおすすめです。

43

シュークリームが美味しい
の で、 是非 一度 食べ てみ
てください！自転車で行け
る距離です。

龍苑

麺処

16

店名

ベーカリーカフェ

芭蕉

28

不思議な雰囲気の建物。
店内には棟方志功の壁画
があります。おすすめはカ
レーセットです。

バルボン

36

ランチは1,200円と少し学生には
お高めですが，特別な日に特別
な人と食べに行きたくなるおしゃ
れな本格イタリアンのお店です。

emu

19

桐生の隠れ家的なラーメン
屋さん。店内に流れるJAZZ
が 印象 的。まぜ そばは絶
品！

職員からの
コメント

本町 5丁目路地裏の小さな
お店です。バンズが無添加
で軽くて美味しい。おすすめ
はチリサワークリーム＋フラ
イドポテト＆オニオンリング。

伽羅

万里

ほおずき

すべての焼きそばがポテト入り。
お値段300円から。特盛500円
はボリュームありますよ。
ジャンル

カリカ

おすすめはビックリメンチカ
ツ定食。衣がさくさくで美味
しいです。群大生御用達で
す。

冷奴、サラダ、ごはん、味噌汁、
主菜がついてなんと650円！ご
飯は大盛り無料！特盛にする
と・・・!? おすすめはカレーライ
ス、しょうが焼き定食。

言わずと知れた名店！焼肉
丼や餃子がおすすめです。
夜のみの営業。

桐生のくらしを
より楽しく美味しく

レンガ

22

のこぎり屋根のパン屋さん。
フレンチトーストやカフェラ
テがおすすめ。パン耳ラス
クはただでもらえる！

REPOSルポ 29
落ち着いた雰囲気の中でいただ
くカレーは、家庭的でありながら、
でも家では真似できない味わい
です。カレー以外のメニューも美
味です。

Pizzeria

Antimo

37

ふわふわの耳とチーズたっ
ぷりのピザは手が止まらな
い美味しさです。ホールサイ
ズもぺろり。

44

わびさびや 45

カフェだけど、おすすめはラ
ンチセットの若鶏チキン ス
テーキ！お店のお母さんが
良い人ですよ。

ジェラートクレープがおすす
め。日替わりジェラート2種
と数種類のソースが選べま
す。生地が美味しい！

ひょうたん茶屋 14

NOBU

30

カジュアルフレンチを味わえるお
庭が素敵なお店です。オススメ
は・・・選べません！どのメ
ニューも美味しいですよ。

山蜜

38

天然氷を使ったカキ氷と冬季に
は焼き芋が食べられます。見た
目にも美しいカキ氷はとても美
味しくて氷というよりスイーツで
す。

祇園

46

本物の京甘味が味わえる大人
のカフェ。お値段も大人な価格
ですが、試験のあとのご褒美に
いかがですか？わらびもち、抹
茶パフェがおすすめ。

17

おすすめはチャプスイと龍
苑丼。チャプスイは中華丼
のソース味。タバスコをか
けると一味違いますよ。

男気ラーメン

アカギ

20

ふる川

15

いっ たんもめん の よう な幅
の広いひもかわ麺があるう
どん屋さんです。つるっとし
ていて美味しい。一度行っ
てみてください。

雪の屋

18

梅田湖を眺めながら歯ごた
えのあるうどんをいただけま
す。おすすめは鴨汁うどん、
カレーうどん。釣堀もありま
すよ。

上州豚骨ラーメン

ぼーん

21

おすすめは赤アカギ、肉
アカギ、学生割。セットメ
ニューが充実しています。
アカギ盛りを是非。

群大すぐ近く。オープン間
もなく人気になったラーメン
屋さんです。上州豚骨がお
すすめ。

23

森の下の 24
パン屋さん

ドルフベッカー

朝8時頃から営業している
ので、夕方には売り切れも。
揚げたてカレーパンやドイ
ツパンが美味しいですよ。

クレール

31

女性限定のマドンナプレー
トは女子会ランチにぴった
り。男性好みのカレープ
レートもありますよ。

伊勢屋

39

お団子も美味しいけど，醤
油おこわが オススメです 。
金 ・土・ 日限 定の パ ンもふ
わふわで美味しいですよ。

伊東屋珈琲 47
古民家を改装した店舗はとても
落ち着 いた良 い雰囲気 。か ぼ
ちゃプリン、カプチーノがおすす
め です 。 Itoyacoffeefactory と い
う別店舗もあり。

モチモチパンとたっぷりの
小豆が入っているセサミ大
納言は、あんこが苦手な方
にもおすすめです！

キッチン
軽井沢

32

ステーキにハンバーグ、ど
れも美味しいです。お肉が
食 べ たい！ と思 う とここに
行ってしまいます。
イタリアンジェラート

ミラノ

40

素材にこだわったフレー
バー が たくさんあ ります。
旬な果物、野菜を味わえる
ジェラート屋さんです。

Garment District 48
by Bedford Cafe
本格タイカレーとふわふわパン
ケーキが食べられるおしゃれカ
フェです。コーヒーもとても美味
しくて，ついつい長居してしまい
そう。
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