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レストランセレンディップ(RESTAURANT SERENDIP)

群馬県の良質な素材を活かしたイタリアン 野菜ソムリエのオーナーシェフが創る
『旬』や季節の最良な素材を活かしたイタリアン。予約のみご提供する『黒毛和牛

「宮崎牛フィレ肉」の瞬間燻製』は一度は食べてほしいシェフのおススメ！ 群馬
県富岡市に自社農園を持ち、無農薬無化学肥料、少量多品種で野菜を栽培。その新

鮮な野菜を使った料理が魅力。

 住所
群馬県高崎市島野町1093-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Lunch 11:30-15:30(Lo.14:30)
Dinner 17:30-22:00(Lo.21:00)

定休日
木曜日 12/31.1/1

予約

   027-386-5526

   serendip@sa7.gyao.ne.jp

   http://www.restaurant-serendip.jp/

 

Arigat-EUレシピ
検討中ですが、

ナスとトマト、コテキ―ノモデナのオーブン焼き  シンプルに食材の組み合わせをオーブンで焼き、バジルのソースでいただく前菜。

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@36.345308,139.051456,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.345308,139.051456&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:serendip@sa7.gyao.ne.jp
http://www.restaurant-serendip.jp/
https://www.facebook.com/Restaurant-Serendip-205431272858773/
https://www.instagram.com/restaurant_serendip


ダルクオーレ  DAL CUORE

 住所
群馬県前橋市敷島町 247-14

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
pranzo 12:00~14:00. Cena 18:00~21:30

定休日
毎週日曜日

予約

   027-888-9035

   dalcuore2017@gmail.com

   http://www.dalcuore2017.jp

 

Arigat-EUレシピ
コテキーノとカボチャのミルフィーユ ジャガイモのクレマと伝統的なモデナのバルサミコ 、根セロリのフリットとともに ランブルスコと合わ
せながら、メインでも前菜でも。

使用した材料
コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@36.4182,139.04858,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.4182,139.04858&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:dalcuore2017@gmail.com
http://www.dalcuore2017.jp/
https://www.facebook.com/dalcuore2017/
https://www.instagram.com/dal_cuore2017/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  けやきウォーク前橋店 （KAMAKURAPASTA KEYAKIWÔKUMAEHASITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

群馬県前橋市文京町2-1-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   027-226-1308

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@36.379671,139.077759,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.379671,139.077759&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｽﾏｰｸ伊勢崎SC店 (KAMAKURAPASTA SUMÂKUISESAKITEN)

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0270-30-7309

   kitakata@kamakurapasta.com

   https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@36.339055,139.233111,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.339055,139.233111&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official


イタリア料理 LEGAMENTO(レガメント)

「LEGAMENTO」の意味は絆。イタリア商工会議所より2016年から4年連続で
「AQI（Adesivo di Qualità Italiana)イタリアンレストラン品質認証マーク」いただ
いております。お料理は、旬の食材を使用したイタリア地方料理を中心に提供して

ます。イタリア各州のワインと共に皆様の絆を深めるお手伝いと皆様との絆を深め

る事ができればと。

 住所
群馬県 前橋市石倉町 5-6-2

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
Pranzo11：30～14：30(L.O)15：00 Cena17:30～21：30(L.O)

定休日
火曜日 月一回連休

予約

   027-212-2183

   https://legamento.owst.jp/

Arigat-EUレシピ
コテキーノ・モデナ入り、じゃが芋のフリッコ

 フリウリにも、ムゼットという コテキーノに似たものがあるので、コテキーノ・モデナを使い、フリウリの郷土料理を再現する。
モルタデッラ・ボローニャと季節野菜のガレット

 モルタデッラと季節野菜をガレットで包んで、パルミジャーノチーズで

 

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@36.392762,139.054764,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.392762,139.054764&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://legamento.owst.jp/
https://www.facebook.com/legamento


CONPERCHE コンペルシュ

 住所
群馬県前橋市上小出町1‐31‐2 ジュネシオン小出103

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
ランチ 平日11:00～17:00 土・日・祝日
10:00～17:00 ディナー 全日
18:00～25:00（lo.24:30）

定休日
不定休 電話にて問い合わせ

予約

   027－212-2116

   conperche@outlook.jp

 

Arigat-EUレシピ
モルタデッラサンド バケットにモルタデッラと野菜をサンドした商品

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@36.4126,139.058348,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.4126,139.058348&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:conperche@outlook.jp
https://www.facebook.com/conperche/
https://instagram.com/conperche_cafe?igshid=g5ro44f6dnfq


リストランテ  ソルジェンテ  RISTORANTE SORGENTE

イタリアの多種多様で豊かな食文化を地元、群馬に伝えたいとイタリアから帰国後

にはじめた小さなレストランです。

 住所
群馬県前橋市三俣町1-1-11藤田M102

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:30～14:00 17:30～21:00

定休日
日曜日 Domenica

予約

   027-237-0834

 

Arigat-EUレシピ
モルタデッラとペコリーノサルドのリゾット 、炙りモルタデッラを添えて。

使用した材料
モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@36.395651,139.088628,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.395651,139.088628&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/ristorantesorgente2004/
https://www.instagram.com/ristorantesorgente/


TIGA矢中店 ティガヤナカテン  TIGA YANAKATENN

和食 イタリアン アジアン が楽しめる大衆酒場 色々なお酒に合う料理やピザパスタ
などの食事メインも利用出来ます。

Washoku itariann ajiann gatanosimeru taishuusakaba iroironaosekeniauryouriya
"Pizapasutanadonoshokujimeinnmo riyoudekimasu"
 

 住所
群馬県 高崎市 矢中町 181-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
17：00～24：00

定休日
毎週月曜日 月曜日が祝日の場合は翌日火曜日 Maishuugetuyoubi
getuyoubigashukujitunobaaihayokujitukayoubi

予約

   027-381-5926

   https://www.dan-b.com/tiga2/top.html

Arigat-EUレシピ
まだ使っていませんがピザを検討中

madatukatteimasengapizawokenntouchuu

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@36.311022,139.049928,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.311022,139.049928&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.dan-b.com/tiga2/top.html
https://www.facebook.com/tigayanaka/


ASIANA

 住所
群馬県高崎市浜尻町222-6

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
11:00〜00:00

定休日
月曜日、第3火曜日

予約

   027-364-2836

   asianasaro999@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@36.353467,139.012662,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.353467,139.012662&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:asianasaro999@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/pages/asiana%E8%8C%B6%E5%BB%8A/112915538766806


トラットリア  パッパーレ  PAPPARE

高崎市で25年もの間、続いた本格イタリアレストラン、前橋市川曲町に移転して6
年、旬の食材を駆使したコース料理を展開して現在に至る。

 住所
群馬県前橋市川曲町113-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
 11:30-14:00   17:30-21:00

定休日
月曜日、火曜日

予約

   027-289-8083

   pappare8801@gmail.com

   https://www.italian-pappare.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.629015,139.744084,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.629015,139.744084&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pappare8801@gmail.com
https://www.italian-pappare.com/


MY CAFE

 住所
群馬県前橋市亀里町804-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   +81 27-265-4088

   ko_ke125@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@36.338043,139.094877,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.338043,139.094877&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:ko_ke125@yahoo.co.jp


GIUSTIZIA DI CASA KOKE

 住所
群馬県前橋市朝倉町8-2

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
18〜24時

定休日
火曜日、木曜日

予約

   027-364-2836

   ko_ke125@yahoo.co.jp

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@36.369943,139.090215,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.369943,139.090215&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:ko_ke125@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/GIUSTIZIALa-Casa-Di-Koke-115193681901993/
https://www.instagram.com/explore/locations/13900576/giustiziala-casa-di-koke


TRATTORIA L’AULA ITALICO

 住所
群馬県高崎市井野町1009-4

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
30～14：00（L.O.） 17：30～22：00（L.O.）

定休日
木曜日、月1回不定休有り

予約

   027-381-8787

   piattino@l-aula.com

   http://l-aula.com/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@36.353909,139.029855,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.353909,139.029855&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:piattino@l-aula.com
http://l-aula.com/
https://www.facebook.com/%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%B3-191140544354984/
https://www.instagram.com/laulaitalico/


マガッヅィーノ  MAGAZZINO

 住所
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町４−７−１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
水曜定休 mercoledi chiuso

予約

   027-364-1447

   maga471@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@36.3474,139.015859,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.3474,139.015859&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:maga471@yahoo.co.jp


天童 TENDO

 住所
〒３７１ー０１１２ 群馬県前橋市富士見町引田６－１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間
-

定休日
-

予約

   027-257-3610

Arigat-EUレシピ

使用した材料
サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@36.455548,139.070514,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.455548,139.070514&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


WWW.ARIGAT.EU
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