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石炭あられ  
Sekitan Arare

昔ながらの鉄道を思い浮かべ、石炭をイ
メージした「石炭あられ」。見た目の黒さ
と味のギャップが楽しめます。
“Sekitan Arare” (coal rice cracker) looks 
like coal, which is reminiscent of the old-
time railways. Enjoy the gap between its 
black appearance and light taste. 

Souvenirs
おみやげ

さいたま市のお土産は多岐にわたります。You will find a wide range of souvenirs in Saitama City.

彩のくに 彩春雛  
Saishun Bina

岩槻が誇る伝統工芸品の木目込み人形「彩春雛」は友禅の
衣装をまとったお雛様。コンパクトで場所を選びません。
Kimekomi-ningyo are the famous traditional crafts of Iwa-
tsuki. “Saishun-bina” are Hina dolls in Yuzen Kimono and 
can be displayed anywhere, as they are small.

八極 
Hachi Goku
15年以上熟成させた古酒とお米を使用したチー
ズケーキです。
Hachi Goku is a cheesecake prepared by using 
rice and old vintage sake which has been aged 
for more than 15 years. 

氷川の杜ロール
Hikawa-no-Mori Roll
もちもちのロール生地に滑らかなクリームがたっぷり
入った素材の良さが味わえるロールケーキです。
Enjoy the soft, sticky cake dough with a generous por-
tion of silky cream filling and you will realize that its 
great taste comes from the premium ingredients. 

ついたちまんじゅう
Tsuitachi Manju
さいたま市を含む埼玉県内では、かつて県内
の多くの地域で７月１日に、その年に新しく取
れた小麦でまんじゅうを作って神棚や仏壇に
供え、親類など近所にも配る「ついたちまん
じゅう」という風習がありました。
近年、さいたま市内の和菓子屋が協力して
「ついたちまんじゅう」の復刻製造・販売に取
り組んでおり、毎月１日に「ついたちまんじゅ
う」が以下の和菓子屋で販売されます。

In many areas in Saitama Prefecture, including 
the city of Saitama, there used to be a custom 
called “Tsuitachi Manju” (bun of the first day of 
the month): on every July 1, people made buns 
with wheat flour harvested that year, offered them 
to the household Buddhist or Shinto alters, and 
distributed them to relatives and neighbors.
Recently, local Japanese confectionery shops have 
been working together to recreate and sell “Tsui-
tachi Manju.” The shops below sell “Tsuitachi Man-
ju” on the first day of every month. 

御菓子司 足立屋  Adachiya
　 048-822-2978 
　 さいたま市浦和区仲町3-13-12   　 日曜 
　 3-13-12 Naka-cho, Urawa-ku, Saitama City   
　 Sun

松月堂  Shogetsudo
　 048-882-5100 
　 さいたま市浦和区本太2-8-16   　 火曜 
　 2-8-16 Motobuto, Urawa-ku, Saitama 
City   　 Tue

善収庵 大こくや  Daikokuya
　 048-856-0007 
　 さいたま市中央区本町東2-17-2   　 不定 
　 2-17-2 Honmachi-higashi, Chuo-ku, Saitama 
City  　  Irregular 

磯崎家宗庵  Isozakiyasoan
　 048-756-5878 
　 さいたま市岩槻区本丸2-17-17   　 木曜
　 2-17-17 Honmaru, Iwatsuki-ku, Saitama 
City   　 Thu

岩槻菓紗里 藤宮製菓  Fujimiyaseika
　 048-756-1569
　 さいたま市岩槻区本町2-1-32   　 水曜 
　 2-1-32 Hon-cho, Iwatsuki-ku, Saitama City  
　 Wed

和菓子 秋月  Syugetsu
　 048-758-2625 
　 さいたま市岩槻区愛宕町10-10   　 水曜 
　 10-10 Atago-cho, Iwatsuki-ku, Saitama City  
　 Wed

花月庵つくば  Tsukuba
　 048-881-0939 
　 さいたま市緑区原山3-18-15   　 無休 
　 3-18-15 Harayama, Midori-ku, Saitama City  
　 Open 365 days

和生菓子 豆の木  Mamenoki
　 048-651-5233 
　 さいたま市北区日進町2-810   　 月曜 
　 2-810 Nissincho, Kita-ku, Saitama City  　 Mon

菓匠 花見  Hanami 
　 048-822-2573 
　 さいたま市浦和区高砂1-6-10   　 第１・3・5月曜
　 1-6-10 Takasago, Urawa-ku, Saitama City
　 1st, 3rd, 5th Mon

狭山茶
「中山道宿場銘茶 大宮宿・浦和宿」

Sayama Tea ”Nakasendo Shukuba  
Meicha the Omiya-shuku / Urawa-shuku” 
狭山茶「中山道宿場銘茶 大宮宿・浦和宿」は渋みの少ない甘
みのある口当たりの良い飲み口が特徴のお茶です。
“Nakasendo Shukuba Meicha The Omiya-shuku / Urawa-
shuku” (signature teas from Nakasendo road posting sta-
tions) are not too bitter, and slightly sweet and smooth. 

かやの木ロール
Kaya-no-Ki Roll

「かやの木ロール」はさいたま市にある国指定記念物
「与野の大カヤ」をモチーフにしたロールケーキ。

Kaya-no-Ki Roll” is a roll cake representing  
the “Giant Japanese nutmeg tree of Yono.” 

シンケンアスピック
Shinken Aspic

「シンケンアスピック」は埼玉県産豚肉を使って
作ったハムと野菜のゼリーよせです。
“Shinken Aspic” is a ham and vegetables jelly 
prepared with local pork.

彩果の宝石  
Saika-no-Hoseki

38種の彩りを持つ「彩果の宝石」は豊潤な香りと
フルーツならではの風味を持たせた銘菓です。
“Saika-no-Hoseki” is a well-known assortment 
of fruit paste jellies in 38 fruit flavors with rich 
aromas and fruity flavors.  

　 048-757-0223   製造元: 鈴木人形    　 さいたま市岩槻区本町3-5-16 
鈴木人形ショールーム本店（岩槻区本町3-11-3）で購入できます 
Made by Suzuki Ningyo  　 3-5-16 Hon-cho, Iwatsuki-ku, Saitama City   
Available at Suzuki Ningyo Showroom Main Shop (3-11-3 Hon-cho, 
Iwatsuki-ku, Satitama City) 

平成27・28年度さいたま推奨土産品
金賞受賞作品

Items awarded gold prizes of Saitama Recommended 
Souvenirs in the fiscal 2015-2016 years 

　 048-688-6929   製造元:ハム・ソーセージ工房Kazusaya   
　 さいたま市見沼区大和田町1-996-8   同店で購入できます
Made by Kazusaya   　 1-996-8 Owada-cho, Minuma-ku, 
Saitama City   Available at Kazusaya

　 048-647-8805   製造元:アルピーノ村 お菓子やさん   　 さいたま
市大宮区北袋町1-130   同店で購入できます   
Made by Alpino-mura Okashiyasan   　 1-130 Kitabukuro-cho, 
Omiya-ku, Saitama City   Available at Alpino-mura Okashiyasan   

　 048-865-5858   製造元:ダンテ   　 さいたま市南区根岸
3-19-13  同店・大丸浦和パルコ店・工房店（浦和区元町1-31-
15）で購入できます   
Made by Dante   　 13-19-13 Negishi, Minami-ku, Saitama 
City   Available at Dante / Daimaru Urawa Parco / Factory 
Shop (1-31-15 Moto-cho, Urawa-ku, Satimata City) 

　 048-832-7635   製造元:イケダベーカリー（パティスリー
レタン）   　 さいたま市中央区下落合1018   同店・与野駅東
口駅前店（浦和区上木崎1-2-7）で購入できます   
Made by Ikeda Bakery (Patisserie L’etang)  　 1018 Shimoochiai, 
Chuo-ku, Saitama City   Available at Patisserie L’etang / Yono 
Sta. East Exit Shop (1-2-7 Kamikizaki, Urawa-ku, Saitama City) 

　 048-661-5555   製造元:信濃屋   　 さいたま市北区吉野町1-384    
ルミネ大宮店・高島屋大宮店で購入できます   
Made by Shinanoya   　 1-384 Yoshino-cho, Kita-ku, Saitama City   
Available at Lumine Omiya / Takashimaya Omiya 

　 048-966-3535   製造元:金時米菓   　 越谷市新川町2-298   鉄道
博物館ミュージアムショップ（さいたま市大宮区大成町3-47）で
購入できます    
Made by Kintoki Beika   　 2-298 Shinkawa-cho, Koshigaya City   
Available at the Railway Museum Shop (3-47 Onari-cho, Omiya-
ku, Saitma City)

　 048-864-2881   製造元:トミゼンフーヅ   　 さいたま市南
区辻5-3-27   同店・本店（緑区大間木737-3）・浦和コルソ店・南
浦和店・全国三越店で購入できます   
Made by Tomizen Foods   　 5-3-27 Tsuji, Minami-ku, Saitama 
City   Available at Tomizen Foods / Main Shop (737-3 Oomagi, 
Midori-ku, Saitma City) / Urawa Corso / Minami-Urawa Shop 
/ Mitsukoshi department stores throughout Japan


