自家製
洋菓子と
喫茶

みんなの
ケーキ屋さん

モンタナ
1965年の創業以来、こだわりの
素材で伝統の味を守りながら、
新しいお菓子作りにも挑戦。チョ
コとコーヒーのハーモニーが絶
品の「ダミエ」は、パラリンピッ
ク金メダリストの成田真由美さ
んをはじめ、多くの常連客に愛
されている。

ごほうび♥スイーツ

レモンケーキ 350円
木苺シフォンホワイトチョコがけ
10cmホール 420円
チョコット

9：30〜

マイ・プリンス米彦

ダミエ カット 390円

☎044-966-0324
西 生 田3-922
9：00～19：00
火曜、第
2・3月曜
MAPは-3

あのね（コルネ） 229円
ぷにょシュー
150円

☎03-5761-8626
10：00～19：00

宿 河 原2-4-16
1月1日〜3日

MAPも-3

むこうがおか ゆう えん

向ヶ丘遊園三吉野 登戸2701-1／ 044922-5274 大平屋野村商店 麻生区上麻
生5-43-2／ 044-987-1270

社会福祉法人SKYかわさき 就労継続支援B
型事業所 はっぴわーく 登戸2959／ 044299-6367／ 9：00～17：00／ 休 土日祝

多摩区の名産品

1本 2,800円～

宿河原パウンドケーキ

「かわさき名産品」認定、しっとりとジュー
シーなおいしさ。全5種類すべてに発酵バ
ターを使用し、いろんな味や食感を楽しめ
る。宿河原の地図が描かれた包装紙もかわ
いらしく、贈り物にぴったり。

OMIYAGE

黒（大）1,760円
白（小）1,320円

COLLECTION
おみやげコレクション

KAWASAKIバッグ

川崎の魅力を8個の文字で表現したロゴ入
りのバッグ。
「Ｋ」はサッカー、
「Ａ」は音
楽のまちや産業、
「Ｗ」は芸術など、様々な
市の表情を描いている。黒は肩にも掛けら
れ、白はお弁当を平らに入れられる。
アソシエCHACO 登戸2130-2アトラスタ
ワー向ヶ丘遊園2F ／ 044-900-8844／
10：00～19：00／ 休 日曜、祝日

み よし の

2021年に創業50年を迎えた名店。県名菓展
菓子コンクール最優秀賞に輝いた和＆洋の
逸品「桃菓ちゃん」をはじめ、定番和菓子
は贈答品に人気。極上もち米使用の赤飯、
のしもちは昔ながらの味わいだ。

MAPは-3

☎044-922-5274
19：00
水曜

アヤ モノポール白ワイン
1本 3,960円

や

よみ うり

てん

肉の伊勢屋 読売ランド店
ドイツ風自家製ハム・ソーセージ専
門店。本場ドイツやオランダのコン
テストで多数の賞を受賞している。
国内産の素材で保存料を使用しない
など、食の安全にこだわり続ける。
☎044-966-9336
10：00〜19：00
MAPは-3

西 生 田3-9-20
木曜、日曜

１個 237円

330㎖ 440円

多摩川散歩

クラフトビール「多摩の流れ」

ミス・チェリー

地元にちなんだ名前のビールを製造する醸
造所で、
「多摩の流れ」は麦100％のコクの
ある一本。低温で長時間熟成するラーガー
で、市販の製法とは全く違う。パブレストラ
ン併設店舗は2022年春移転、詳細はHP。

ドイツ菓子店「コンディトライなかがめ」の
仲亀氏はかわさきマイスターにも認定され、
日本におけるドイツ菓子の先駆者。
ミス・チェ
リーはアーモンドを使ったバター生地にチェ
リーを散りばめている。

ほし乃 中野島6-25-1／ 044-922-6238
／ 9：00～20：00（日祝～19：00）／ 休 不
定休

クラフトビア ムーンライト 登戸1818／ 044930-1018／ 16：30～22：30、 土日祝12：00
～22：00／ 休 火曜、木曜（祝日の場合翌日）

コンディトライなかがめ 駅前店 生田7-2-4
／ 044-911-8889／ 10：00～18：00／
休 火曜

多摩川梨
多摩川流域を中心に梨の一大産地が
広がる。川崎が発祥地といわれる
「長
十郎 梨」をはじめ、人 気 の 高い「幸
水」や「豊水」などさまざまな種類が
ある。糖度が高く、甘いのが特徴。

春には白いきれいな
花を咲かせる

直売やもぎ取りも !
いちご大福（2個） 500円
桃菓ちゃん（1個） 190円

1カット 259円

創業50年の同店で人気の生どら焼。北海
道産のあずきやコクのある生クリーム、京
都産宇治抹茶など良質な素材を使用してお
り、ハチミツの入った皮は優しい味わい。白、
抹茶、カフェオレの3種類。

多摩区の農産物

せ

7：00〜

昔ながらの
和菓子店

かわさき
マイスターの
いるお店

い

登 戸2701-1

MAPも-3

ちょっと寄ってこ
にく
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モンタナ 西生田3-9-22／ 044-966-0324
／ 9：00～19：00／ 休 火曜、第2・3月曜

向ヶ丘遊園 三吉野

西生田1☎044-328-5527
11-1
14：00〜18：00頃
不定休（HPで更新）

ビーフジャーキー100g 2,008円
ビアシンケン1本
2,500円
和牛のコンビーフ
1,944円
ベーコン100g
464円
ピクルス1個
369円

地元梨農家が提供する規格外の梨を使っ
た手作り生ジャム。砂糖控えめ・無添加・
保存料なしにこだわり製造している。
「かわ
さき名産品」の一つ。梨の収穫が始まる8
月ごろから販売。売切れ次第終了。

日本女子大学
コラボ商品

単一農園の「モノポールワイ
ン」を手掛ける。山梨県勝沼
市にある「日本ワイン発祥」
の小さな農園で自家栽培。樹
齢60年超の古木を中心に、一
粒一粒厳選。雑味がなく、染
み渡る味わいを楽しめる。

2004年度認定
かわさきマイスター
畑幸男さん
（食肉加工士）

多摩川梨ジャム

「芸術は爆発だ」で知られる岡本太郎のイ
メージを味で表現するため、最中の皮にと
うがらしを使うなど個性あふれる和菓子。
川崎市菓子協議会多摩麻生支部の加盟店2
店で販売している。

みんなのケーキ屋さん Choco♥to 宿河原
4-20-19-2／
080-8906-0409／
9：30
～19：00／ 休 月曜、火曜

自家焙煎
葡萄のワイン

まえ だ りゅう しゅ えん

TAROの夢最中

70g 350円
130g 450円

女子大生らしい発案で、かわさき宙と緑の
科学館のキャラクターをイメージ。米粉を
使ったプリン味の焼き菓子で、ラム酒とカラ
メルソースのにがみが特徴。
「モンタナ」は
読売ランド前駅近くのケーキ屋さん。

パティスリーアノー
サクサクデニッシュ生地に特製カス
タードクリームをたっぷりつめた看
板商品「あのね」をはじめ、季節ご
とに趣向を凝らしたオリジナルケー
キがずらり。新食感のもちもち生地
にとろ〜っととろけるクリームをつ
めた「ぷにょシュー」もおすすめ。

MAPも-3

前田龍珠園

1個 170円

1個 216円
（店内220円）

まちの
洋菓子店

Choco♥to
代官山のパティスリー、そしてフランスで修行した
野口さんが2017年に開いたお店。かわさき名産品の
「たまシフォンケーキ」など、ちょっとしたお土産や
ごほうびとして気軽に楽しめるケーキが並ぶ。
宿河原4-20-19-2
☎080-8906-0409
19：00
月曜、火曜

日本女子大学
コラボ商品

多摩区内の農園の情報については、
7月頃にJAセレサ川崎のウェブサイ
トに掲載される予定。

8月中旬

のらぼう菜
のらぼう菜は菜花の一種。菅地区で
は800年ほど前からつくられており、
今でも200軒の農家が栽培をしてい
る。2月〜5月上旬の収穫期には農家
の軒先などで販売される。

レシピ のらぼう菜はアクが少なく、
甘みと独特の香味が特徴。定番のお
ひたしや胡麻和えはもちろん、生の
ままサラダにするのもおすすめ。フ
ルーツと一緒にスムージーにしても◎

菅地区の農家の
軒先や地元スーパー
などで販売

2月下旬〜
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