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　このたび、会員の皆様の御支援、御協力と国・県の

御指導のもとに、社団法人さいたま観光コンベンショ

ンビューローの誕生を迎えられましたことを心よりお

礼申し上げます。

　さて、政令指定都市の実現を控え、さいたま市はさ

らなる飛躍へと準備を進めております。当ビューロー

も政令市にふさわしい地域経済の向上をめざし、観光・

コンベンションの連携による積極的な事業展開をして

いく所存でございます。

　具体的には、文化・社会・経済それぞれの面におい

て、さいたま市の建設計画の中にもございますように、

『経済・情報交流の推進』といたしまして広域交流を

図りつつ、地域の特性をいかしたまちづくりに寄与し

て参りたいと存じます。

　今後とも皆様の変わらぬ御支援、御協力をお願い申

し上げますとともに、御健勝での御活躍を御祈念申し

上げ、御挨拶とさせていただきます。

平成１４年７月　
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イト ー ヨ ー カ ド ー 大 宮 店 �
生 鮮 市 場 明 治 村 �
カ タ ク ラ ゴ ル フ セ ン タ ー�
さいたま新都心カタクラ住宅展示場�

イトー ヨ ー カド ー 専 門 店 �
ニューライフカタクラ大宮店�
パ ー ク サ イ ド ビ ル�
み ず ほ 銀 行 �

さいたま市吉敷町4－242－1　TEL048－645－7105±�

さいた
ま新都心駅前の緑豊かなふれあいの広場

概 要 �

�

概　要

名　　称���������

設　　立���������

事 務 所���������

大宮観光案内所������

浦和観光案内所������

北浦和インフォメーション�

センター（レッズスクエア）

ホームページ�������

メ ー ル���������

会 員 数���������

主な役員���������

社団法人�いたま観光コンベンションビューロー

（�浦和観光協会、�大宮観光コンベンション

ビューロー、与野観光協会が統合し、設立）

平成１４年４月１日

埼玉県�いたま市大門町３‐１

大宮総合行政センターＢ棟２Ｆ

�０４８‐６４７‐８３３８　�０４８‐６４７‐０１１６

埼玉県�いたま市錦町６３０ＪＲ大宮駅構内

�０４８‐６４４‐１１４４　�０４８‐６４７‐８７７８

埼玉県�いたま市高砂１‐１６‐２０

�０４８‐８２４‐０３３３（FAX兼用）

埼玉県�いたま市北浦和３‐３‐１

�０４８‐８３４‐６１６６（FAX兼用）

http://www.scvb.or.jp/

scvb@scvb.or.jp

１０１１（平成１４年５月末現在）

会　長　相川宗一（�いたま市長）

副会長　清水　猛（�清水園代表取締役）

副会長　吉野重彦（浦和商工会議所会頭）

副会長　平沼康彦（与野商工会議所会頭）

副会長　松江得三（松栄建設�代表取締役社長）

いたま観光コンベンションビューローとは？

組織図

観光案内所総　務 観光事業 コンベンション事業

会員総会

評議員会

事 務 局

�観光案内
�宿泊施設紹介
�物産品販売

�広報、宣伝
�会員サービス
�管理運営、財政

�イベント企画
�物産振興
�観光客誘致、宣伝

�誘致促進、開催支援
�おもてなしの心の普及、啓発
�情報調査、収集

監　　事理 事 会

コンベンション事業委員会

総務企画委員会

観光事業委員会
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事務局より�

ＳＣＶＢ※ホームページが
できました。
アドレスは
http://www.scvb.or.jp/

です。
どうぞご利用下さい。
なお、メールアドレスは
scvb@scvb.or.jpです。

　今後は、会員企業・団体様
へのリンク、地域情報の充
実を図り、�いたま市への
訪問客に旬の情報を提供で
きるよう努めてまいります。

※ＳＣＶＢは、社団法人
�いたま観光コンベン
ションビューローの略称
です。

社団法人 いたま観光コンベンションビューローの

ホームページ
“Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ＳＡＩＴＡＭＡ！”

ができました。
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お買
物は

あな
たのフ

ァミリーデパート中央へ

駐車場完備�

あなたの生活に直結したファミリーデパート�

専用駐車場完備・定休日・第２・３月曜日�

く　らし�

�

　去る４月１１日、ホテルアルーサ清水園において、臨時総会を
開催し、役員及び評議員の選任をいたしました。
　また６月１１日、出雲会館において、通常総会を開催し、平成
１３年度事業報告及び決算報告、監査報告をご承認いただきまし
た。

臨時総会、通常総会
を開催いたしました。

入会のご案内
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　当ビューローは、市内外各業界の代表的な企業、産業団体な
どが会員となっております。
　つきましては、貴社（貴団体）におかれましても趣旨ご賛同
の上、ご入会賜りたくお願い申し上げます。

���　個人：１口　３，０００円／団体：１口　５，０００円

　会員のメリット　　会員の皆さまには次のサービスを提供します。
�ビューローが作成する関連業者紹介名簿（会員名簿）を始め、ビュー
ローが発行する各種刊行物に優先的に掲載します。
�外部からのお客様のお問い合わせに、会員企業を優先的にご紹介い
たします。
�ビューローが主催する講演会・シンポジウム・セミナーなどに無料
でご招待します。
�業種を超えた会員相互の交流ができ、ビジネスチャンスが拡がりま
す。
�ビューローが作成する各種刊行物を送付します。
�幅広い情報を盛り込んだ機関誌を送付します。
�ビューローが作成する特定刊行物の原版が活用できます。
�ビューローが収集した各種資料が利用できます。
�会員主催事業に対して積極的に支援を行います。

※詳細などは当ビューローへご連絡ください。職員がご説明に伺わ

せていただきます。どうぞお気軽にお電話ください。



�

観 光 �

夏　の　イ　ベ　ン　ト　特　集�

������
������

�����	



������
������

��	
��
����

���

������
��	
��

�����
������

����

������
������

����	


　本町通りにて行われる御輿渡
御をメインに、各町会ごとに夏
祭りが行われます。上落合・下
落合・桜丘・新中里地区でも御
輿がくり出しますのでお見逃し
なく。
　日時　７月２０日（土）～２１日（日）
　　　１６：００～２２：００
　会場　与野本町通り周辺

　皮切りは子供たる御輿。続いて
荘厳な木やり流しや勇壮な御輿が
渡御します。沿道のおはやし団体
がお祭り気分を一気に盛り上げて、
与野夏祭りとともに�いたまの夏
の始まりを告げてくれます。
　日時　７月２０日（土）
　　　１４：３０～２０：３０
　会場　浦和駅西口
　　　中山道

　浦和地区の小・中・高等学校による音
楽パレードが行われます。彩り豊かな浴
衣や衣装に身を包んだ人達による浦和お
どりが始まると、中山道は華やかに変身
します。
　日時　７月２８日（日）　１３：００～２１：３０

　雨天の場合、音楽パレードは中止。

　浦和おどりは８月２５日（日）に延期。

　会場　浦和駅西口中山道

与　野夏祭り
み　こしパレード　　　　浦和まつり

音　楽パレード・浦和おどり
浦和まつり

創業明治34年�

〒330-0803　埼 玉県さいたま市高鼻町 1ー 1 7 7 �
TEL048ー644ー8611±　FAX048ー647ー4411�
〒369-1214　埼玉県大里郡寄居町大字今市字中山1186�
TEL0485ー82ー1117　FAX0485ー82ー1125�
oriental@jcom.home.ne.jp

本 社 �
�
今市工場�
�
E -ma i l
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　日時　７月２４日（水）
　　　１８：４５～２１：００

荒天の場合、２５日（木）に延期

　会場　浦和競馬場

浦　和競馬場花火大会　　　　浦和まつり

　日時　７月３０日（火）　１９：００～２１：００
荒天の場合、３１日（水）に延期

　会場　大和田公園周辺

第　２２回　大宮花火大会　　　　大宮夏まつり
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　本番を控えた町内会の御輿
が駅前周辺を練り歩きます。
　日時　７月３１日（水）
　　　１７：００～２１：００
　会場　大宮駅西口駅前周辺

西　口御輿前夜祭　　　　

　御輿とサンバが融合した一大イベント。マーチングバンド・
バトンチームによるオープニングパレードやサンバパレード、
御輿揃い渡御、ステージイベントが一堂に会し、大宮駅西口は
まさにスパークします！この熱気を、ぜひ一度体感してみてく
ださい。
　日時　８月１日（木）　１７：００～２２：００
　会場　大宮駅西口駅前周辺

第　１５回スパークカーニバル　　　　大宮夏まつり

大宮夏まつり
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　夏まつりのフィナーレは、夢を託した竹
飾りが演出してくれます。子供御輿や山車、
お囃子、民踊流しが行われる会場では、た
くさんの竹飾りが揺れます。みんなの夢を
叶えてくれることでしょう。
　日時　８月６日（火）　１５：００～２１：３０
　　　　　７日（水）　１５：００～２１：３０
　会場　日進七夕通り周辺

第　３１回　大宮日進七夕まつり　　　　　大宮夏まつり

　伝統の底力を感じさせてくれる中山道まつりは初日の御
輿渡御と山車の巡行に始まり、２日目は御輿の揃い渡御、
山車の揃い巡行、民踊パレード、阿波踊り、駅前イベントが
行われます。その迫力たるは、まさに日本情緒の極みです。
　日時　８月１日（木）　１７：００～２１：００
　　　　　２日（金）　１７：００～２２：００
　会場　大宮駅東口駅前周辺
　　　（両日共）

２　００２中山道まつり　　　　大宮夏まつり



埼 玉 支 店 �
河 上 邦 雄 �取締役�

支店長�
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観 光 �

交　　通開催場所開催日名　　　称
大宮駅西口８番バス
「平方行」乗車「秋葉入
口」下車徒歩１５分

秋葉神社（初庭）
永昌寺（後庭）７月１３日秋葉ささら獅子舞

宮原駅東口徒歩１分宮原駅東口
駅前広場７月１４日みやはらまつり

与野本町駅徒歩５分与野本町通り
周辺

７月２０日
～７月２１日与野夏祭り

浦和駅西口徒歩５分浦和駅西口
中山道７月２０日

浦和まつり
「みこしパレード」

浦和駅東口徒歩１５分、
南浦和駅東口徒歩１５分浦和競馬場７月２４日

浦和まつり
「浦和競馬場花火大会」

浦和駅西口徒歩５分浦和駅西口
中山道７月２８日浦和まつり「音楽パレー

ド・浦和おどり」
東武野田線大宮公園駅
徒歩１５分、東武野田線
大和田駅徒歩１５分

大和田公園周辺７月３０日
大宮夏まつり
「第２２回大宮花火大会」

大宮駅西口徒歩１分大宮駅西口
駅前周辺７月３１日

大宮夏まつり
西口御輿前夜祭

大宮駅西口徒歩１分ＤＯＭ１・２Ｆ
特設会場７月３１日２００２こどもフェスタ

お囃子＆太鼓

大宮駅東口徒歩２０分武蔵一宮
氷川神社８月１日氷川神社例大祭

大宮駅西口徒歩１分大宮駅西口
駅前周辺８月１日大宮夏まつり「第１５回

スパークカーニバル」

大宮駅東口徒歩１分大宮駅東口
駅前周辺

８月１日
～８月２日

大宮夏まつり
「２００２中山道まつり」

日進駅徒歩１分日進七夕通り
周辺

８月６日
～８月７日

大宮夏まつり「第３１回
大宮日進七夕まつり」

�いたま新都心駅
東口徒歩１分

イトーヨーカドー
大宮店店頭広場

８月１０日
～８月１１日

大宮カタクラパーク
夏まつり

大宮駅西口徒歩３分大宮ソニックシ
ティイベント広場８月１１日�いたま太鼓

エキスパート２００２

浦和駅西口徒歩７分玉蔵院８月２３日大施餓鬼

東大宮駅東口バス「アー
バンみらい行」乗車「東一
番街」下車徒歩７分

深作氷川神社８月２４日深作ささら獅子舞

北浦和駅西口
徒歩１分

北浦和駅西口
駅前周辺９月７日第２５回北浦和

阿波おどり大会

大宮駅東口徒歩２０分武蔵一宮
氷川神社９月２１日武蔵一宮氷川神社

雅楽会
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ビル総合管理のことなら�

一般廃棄物・産業廃棄物のことなら�

I S O 14001認証取得企業�

832－2514

831－4615
〒336-0001 　さいたま市常盤5-2-18

株式�
会社�

株式�
会社�

��

備　　　　　考 問い合わせ先

市の無形民俗文化財にも指定されている
伝統的な獅子舞。

教育委員会生涯学習部文化財保護課
０４８‐８２９‐１７２３

郷土芸能と地元中学生の参加による山車・
御輿の渡御。

みやはらまつり実行委員会事務局
０４８‐６６３‐５７２４

江戸時代からの伝統のある威勢の良い御
輿の渡御が行われる。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

子供たる御輿、木やり流し、御輿の連合渡
御などが行われる。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

仕掛花火、大スターマイン、スターマイン、
早打花火等約１万発。荒天時は２５日。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

小・中・高等学校による音楽パレードと、
一般参加による浦和おどり。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

ＤＸスターマイン、スターマイン、早打花
火等約１万発。荒天時は３１日。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

本番を控えた大宮駅西口町内会の御輿が
駅前周辺を練り歩く。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

郷土芸能を継承している子供たちによる
演奏が行われる。

こどもフェスタ実行委員会
０４８‐６４５‐５１３０

日本でも数少ない勅使が参向する一大神
事。各町内から御輿と山車が集結。

武蔵一宮氷川神社
０４８‐６４１‐０１３７

サンバパレードと御輿揃い渡御が融合し
た一大イベント。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

１日は御輿と山車、２日は御輿、山車、民
踊や阿波踊りが行われる。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

美しい竹飾りの中、子供御輿や山車、お囃
子、民踊流しが行われる。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

毎年恒例の盆踊りや縁日。七夕まつりも同
時開催される。

大宮カタクラパーク
０４８‐６４５‐７１０５

市内で活動している和太鼓のグループに
よる太鼓の競演。雨天中止。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

飢餓に苦しむ亡者に食物を供えて弔う法
会。関東三大餓鬼のひとつ。

（社）�いたま観光コンベンション
ビューロー／０４８‐６４７‐８３３８

神社境内の土俵を舞台に舞われる豪快で
歯切れのよい獅子舞。

教育委員会生涯学習部文化財保護課
０４８‐８２９‐１７２３

約６００人が参加する大規模な阿波踊り大会。
金管・ブラスバンド、太鼓も出演。

北浦和西口商店会連合会
０４８‐８３１‐４８７５／０４８‐８３１‐７８１３

仲秋の名月のもと神社舞殿にて行われる
雅楽会。

武蔵一宮氷川神社　氷川雅楽会
０４８‐６４１‐０１３７

���������



大宮�ソニックシティ�

��

コンベンション�

コンベンション情報のご紹介です！

　平成１４年度ＪＣＣＢ※第１回コンベンション・ビューロー部会が５月
１３・１４日に神戸国際会議場にて行われました。第１２回国際ミーティン
グ・エキスポ（ＩＭＥ２００２）、各地区
コンベンション推進協議会の動
き、コンベンション経済効果調査、
フィルムコミッションについて学
び、情報交換を行いました。

※ＪＣＣＢは、日本コングレス・コンベン

ション・ビューローの略称です。

���

平成１４年度第１回コンベンション・ビューロー部会
���

　支援体制のメニュー　
　��いたま観光コンベンションビューローでは、�いたま市で開催
されるコンベンションを成功させるために、様々な支援メニューをご
用意しております。フットワークの軽いスタッフがおもてなしの心で
お手伝いさせていただきます。

●開催は決定したが、どこで開催しよ

うか検討中のお客様へ…

�会場の情報提供・相談

�宣伝資料の提供（�いたま市を紹介する

パンフレットなど）

�事前視察の受け入れ（下見などを手配）

●�いたまで開催が決定したお客様へ…

�開催打ち合わせ、視察の受け入れ

　（打ち合わせや視察のセッティング）

�主催者と各施設との調整（仮予約など

のお手伝い）

�宿泊施設のご紹介

�行政機関との調整・橋渡し（後援名

義、挨拶者招聘要請）

�各種専門業者のご紹介

�各種資料の提供（案内状などに必要な写

真や資料を提供）

�開催の周知、公開講座など地元参加

者勧誘への協力（ビューロー発行の広報

誌への掲載など）

�レセプションの相談（地元郷土芸能や

アトラクションの紹介）

�プレ・アフターコンベンションなど

のご紹介・企画相談（お茶・生け花・

着付け体験など）

●開催日を迎えたお客様へ…

�インフォメーションデスクの設置

　（交通案内や市内及び周辺の観光案内）

�観光パンフレットなどの提供

�土産品販売コーナーの設置

�外国語ボランティア要員確保に協

力

�歓迎看板などの設置…本年準備中

�参加者への歓迎用ツール、ギブア

ウェイの提供…本年準備中

JTB団体旅行埼玉支店�大会イベント課�
TEL （048）644-5313   FAX （048）649-0746　担当　小池・木下�

��

コンベンション開催は�いたまで！
���

　�いたま版『コンベンションガイド』が出来ました。�いたま市内の
コンベンション施設一覧、宿泊施設一覧が冊子になり、使用目的別に

詳細かつ分かりやすく掲載されています。
　当ビューローでは、�いたまで会議・大会
を開催する可能性のある主催団体・関連組織
に無料で配布しております。

（�０４８‐６４７‐０７８８）土・日・祝は休み

備　考問い合わせ先参加者数(人)開催場所開催日名　称

関係者のみ
エヌ・ティ・ティ
労働組合
０３‐３２１９‐２１１３

２,５００
大宮
ソニック
シティ

７月３日
～４日

ＮＴＴ労働組合
第５回定期全国
大会

関係者のみ
埼玉県立がんセ
ンター
０４８‐７２２‐１１１１

５００
大宮
ソニック
シティ

７月６日
日本肺癌学会　
関東部会（第１３４
回）

関係者のみ
日本信号労働組
合
０４８‐８５９‐２９５０

７５０
�いたま
市民会館
おおみや

７月１９日
日本信号労働組
合第５８回定期大
会

一般公開
無料

読売メディアセ
ンター
０４８‐８２２‐６８００

３０,０００
�いたま
スーパー
アリーナ

８月３日
～４日

彩の国高校進学
フェア

一般公開
無料

全日本空手道連
盟糸東会
０４８‐４６５‐５７６９

１,０００
�いたま
スーパー
アリーナ

８月１１日
第４２回空手道糸
東会全国選手権
大会

一般公開
有料

埼玉歯科技工士
専門学校
０４８‐６８５‐５２１１

１,５００
大宮
ソニック
シティ

８月１０日
～１１日

第２４回日本歯科
技工学会学術大
会

関係者のみ
埼玉県ＰＴＡ連
合会
０４８‐８１４‐２４０１

１５,０００
�いたま
スーパー
アリーナ他

８月２３日
～２４日

第５０回�日本Ｐ
ＴＡ全国研究大
会埼玉大会

関係者のみ
社団法人日本理
学療法士協会
０４８‐７８１‐２２２２

５００
大宮
ソニック
シティ

８月３１日
～９月
　　１日

第２１回関東甲信
越ブロック理学
療法士学会

関係者のみ
埼玉県総合リハビリ
テーションセンター
０４８‐７８１‐２２２２

３５０
大宮
ソニック
シティ

９月２６日
～２７日

身体障害者リハ
ビリテーション
研究集会２００２

一般公開
無料

（一部有料）

埼玉歯科技工士
専門学校
０４８‐６８５‐５２１１

２００
大宮
ソニック
シティ

９月２８日
～２９日

日本歯科色彩学
会学術大会

���������������������
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UDK
埼玉県さいたま市岸町5－7－11   〒336－8585�
TEL.048－829－2911（代）FAX.048－829－2950�
http://www.udk.co.jp

��

お知らせ�

　�いたま市の浦和地区は、大昔海だった
ことから、江戸時代には沼地が多く、うな
ぎがよく捕れたそうです。このうなぎは中
山道を行き交う人々の間で大変評判となり
ました。このように蒲焼きの発祥の地とし
て知られ、現在でも多くのうなぎ専門店が
軒を連ねています。�いたまの名物として、

夏の暑さに負けないスタミナ源として、「うなぎ」をたくさんご賞味
ください。うなぎの専門店をご紹介します。　　　ＯＳ　＝オーダーストップ

――――割烹　ばい月――――
富士吉田産のこだわりのうなぎ。
個室とカウンターで。
�いたま市桜木町２‐２４７
�０４８‐６４１‐０２３２
１１：００～１４：００、１６：３０～２２：００
（　ＯＳ　２１：３０）
日曜・祝日休（宴席の場合は営業可）

―――――小　島　屋―――――
２００年来の伝統の味。老舗の味と
雰囲気が楽しめます。
�いたま市太田窪２１６６
�０４８‐８８２‐２９０７
１１：３０～１９：３０（　ＯＳ　１９：００）
月曜休

―――――満　寿　家―――――
紀州備長炭で焼き上げる天然う
なぎが自慢。
�いたま市岸町７‐１‐３
�０４８‐８２２‐１１０１
１１：００～１４：４５、１７：００～２０：４５
（祭日は１９：４５）
日曜休

―――――山　崎　屋―――――
１５０年来に秘伝のタレと当日仕
込みのやわらかうなぎ。
�いたま市浦和仲町１‐１０‐８
�０４８‐８２２‐７１１６
１１：３０～１４：３０（　ＯＳ　１４：００）
１７：００～２０：３０（　ＯＳ　１９：３０）
月曜、第１・第３火曜休

―――――幸　楽　園―――――
眺めのよい高台に位置し、７０年
の秘伝のタレを持つ老舗。
�いたま市太田窪２２３５
�０４８‐８８２‐２９０９
１１：００～２１：００（　ＯＳ　２０：００）
水曜休

―――――中　村　家―――――
辛口のタレでじっくりと炭火で
焼き込んだうなぎを味わえます。
�いたま市高砂３‐２‐１２
�０４８‐８２２‐２５８５
１１：３０～１４：３０、１７：３０～２０：３０
日曜・祝日休

―――――萬　　店―――――
１２０年の伝統と武蔵野の味を堪
能できます。
�いたま市鹿手袋１‐２‐２６
�０４８‐８６２‐５６４８
１１：００～２２：３０（　ＯＳ　２１：００）
第１・第３木曜休（祭日の場合は営業）

―――――山　　家―――――
創業明治５年。全国の特産うな
ぎをご賞味あれ。
�いたま市大門町１‐２４
�０４８‐６４１‐０１５８
１１：００～２１：００（　ＯＳ　２０：３０）
水曜休

●営業時間／11：30より22：00まで�
年中無休！�

ご予約は0120－558410
さいたま市常盤5－16－10  @048－831－1311　�

コ�コ�ワ�ヨ�イ�ワ�

●大小個室あり、4～50名様、4,000円～�

��

　暑い夏にはプールで涼しく過ごした
いものですね。
　市内にあるプールの開園期間などの
お知らせです。ぜひお出かけください。

　２０世紀を代表するミュージシャンであるジョン・
レノンの実像をシアター、９つのテーマゾーン、

メッセージ空間で構成されているミュージアム。�いたまスーパー
アリーナ内にオープンしてから多くのファンがここを訪れています。
このたび料金が一部改訂されました。大学生・中学生の料金が下が
り、障害者割引も導入されました。
　開館時間　　１１：００～１８：００
　休　館　日　　毎週火曜日
　　　　　　（火曜日が祝日の場合は営業し、翌水曜日を休館。）
　入　館　料　　

駐車場料　金開園日電　話住　所名　称

なし一般　３１０円
児童　１００円

７/２１・２８
８/４・１１・１８・２５０４８‐８５２‐２５１８大戸

６‐２８‐１６
大戸南
プール

あり一般　４２０円
児童　２１０円６/２９～９/８０４８‐６４２‐０４７８寿能町

２‐５１９
大和田公園
プール

あり一般　３１０円
児童　１００円７/６～８/３１０４８‐８５２‐２５１８下落合

５‐１１‐１０
下落合
プール

あり一般　４２０円
児童　２１０円６/２９～９/８０４８‐８６１‐９９５５沼影

２‐７‐３５
沼影市民
プール

なし一般　４２０円
児童　２１０円６/２９～９/８０４８‐８８７‐００１６原山

２‐３３‐７
原山市民
プール

あり一般　２２０円
児童　１１０円７/１９～９/１０４８‐６２４‐９４４４三橋

６‐１７０９‐３三橋プール

プールのご案内
���

����

John Lennon Museum

　入場料金を改訂しました

障害者・団体割引料金通常料金区　　分

１，３００円１，５００円大　　人

　８００円１，０００円高校・大学生

　４００円　５００円小・中学生
○Ｃ Yoko Ono Lennon.Photo:Iain Macmillan



部屋数（室）料金（百円）電話番号宿泊施設名

１０８　Ｓ６７～７７
　Ｔ１３００４８‐６５０‐１１１１アウルホテル大宮

１０３　Ｓ９０～１００
　Ｄ１３５０４８‐８２５‐４７１１浦和東武ホテル

１９６　Ｓ１２０
　Ｔ２２００４８‐８２７‐１１１１浦和ロイヤルパインズ

ホテル

１４０　Ｓ８６～８８
　Ｔ１６６０４８‐８２５‐４００１浦和ワシントンホテル

１５　Ｔ１室２名５０
　　　　１名６５０４８‐８２２‐４４１１ときわ会館

１０８☆カプセル３５０４８‐６４３‐５８１１パークプラザ大宮

１２２★Ｓ６７～７４
★Ｄ９６０４８‐６４８‐００１０パイオランドホテル本館

２０４　Ｓ９０～１０５
　Ｄ１３５～１８００４８‐６４７‐３３００パレスホテル大宮

４０★Ｓ７６
★Ｄ８６～１０５０４８‐６４８‐８８００ビジネスインウエスト

１６☆Ｓ５７
☆Ｔ９４０４８‐８３１‐２８３０ビジネスホテルグリーン

５☆４４～６３０４８‐８６１‐４１２２プリムローズ有朋

１０　Ｔ１室２名以上
　４５／１名５００４８‐８６１‐５２１９別所沼会館

５３　Ｓ７０～７５
　Ｔ１３０～１４００４８‐８５５‐２２２２ホテルアルーサ清水園

１０８　Ｓ６８
　Ｔ１２５０４８‐８８４‐２１１１ホテルニュー埼玉

６５　Ｓ７０～
　Ｔ１３０～０４８‐６０１‐５５５５ホテルブリランテ武蔵野

５４　Ｓ７５～８５
　Ｄ１３０～１５００４８‐６４８‐８８８６ＨＯＴＥＬメイン

６２☆Ｓ８８
☆Ｔ１５３０４８‐８２６‐００１１ホテルメッツ浦和

２５１★Ｓ７０～７６
★Ｄ１００～１１００４８‐６４５‐５１１１マロウドイン大宮

１１７★Ｓ５６～５８
★Ｄ９２～１２００４８‐８５２‐６１６１与野第一ホテル

年中無休・24時間営業�
サウナ&ホテル�

JR大宮駅東口徒歩3分　南銀座通り�
さいたま市大宮仲町1-119-1　パークプラザ大宮ビル�

TEL048（643）5811（代）�

��

宿泊施設�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

部屋数（室）料金（百円）電話番号宿泊施設名

１８１人５０
２人以上４００４８‐６４３‐１５１５大宮国体記念会館

１８２食付６５～
　　無５０～０４８‐６４４‐４４１１三楽荘

１２２食付１２０～１５０
　　無７００４８‐６４１‐０５０１新道山家

６２食付６５０４８‐６４１‐８５９８はかま田旅館

１３２食付１２０～２０００４８‐６４１‐２６１５東山旅館

８S５７
T９５０４８‐６４２‐３５１７ビジネスホテルあさや

１１２食付６５
　　無５５０４８‐６４３‐５４３２ビジネス旅館現代

９２食付６５～８０
　　無５５～０４８‐６４４‐１５１５三松旅館

１９２食付９０～０４８‐８２９‐２８８１旅館いけだ

毎日興業株式会社�
トータル ビルディング マネジメント�

http://www.mainichikogyo.co.jp
もっと安全に、さらに快適に、私たちはビル経営管理のエキスパートです。�

��

Ｓ＝シングル　Ｄ＝ダブル　Ｔ＝ツイン／消費税、サービス料は別（☆＝サ、税込　★＝サ込、税別）

セールスポイントアクセス
大宮公園隣接。
周囲には博物館,盆栽村がある。東武野田線大宮公園駅徒歩３分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。東武野田線北大宮駅徒歩５分

老舗の料理旅館。
月替わりの会席料理が好評。JR大宮駅東口車５分

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。東武野田線北大宮駅徒歩７分

美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。東武野田線大宮公園駅徒歩１２分

大宮公園内。
県営サッカー場、野球場・テニスコート近し。東武野田線大宮公園駅徒歩１０分

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。東武野田線北大宮駅徒歩７分

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。東武野田線北大宮駅徒歩１０分

老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。JR浦和駅西口徒歩５分

セールスポイントアクセス
�いたまスーパーアリーナから徒歩５分、
アクセス抜群。

ＪＲ�いたま新都心駅東口
徒歩６分

浦和駅よりアクセス便利。
パーティー、宿泊に。ＪＲ浦和駅西口徒歩１０分

ゆったりとした空間でくつろげます。ＪＲ浦和駅西口徒歩７分

駅からのアクセスが抜群です。ＪＲ浦和駅西口徒歩３分

�いたま市役所裏。研修会議、宿泊に。ＪＲ中浦和駅西口徒歩１８分

宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。ＪＲ大宮駅東口徒歩３分

交通至便。心から落ち着ける空間。ＪＲ大宮駅東口徒歩３分

快適なホテルライフをお届けします。ＪＲ大宮駅西口徒歩３分

大宮駅徒歩１分。成田へのアクセスも抜群。ＪＲ大宮駅西口徒歩１分

駅から近く、静か。
連泊の方はランドリー無料。ＪＲ北浦和駅西口徒歩２分

宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使え
ます。ＪＲ浦和駅西口徒歩１８分

別所沼公園内。レストランあり。ＪＲ中浦和駅東口徒歩１０分

駅の目の前。
�いたまスーパーアリーナまで徒歩５分。ＪＲ北与野駅北口徒歩０分

駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。ＪＲ南浦和駅東口徒歩２分

駅からのアクセス至便。�いたまスーパー
アリーナのすぐそばです。

ＪＲ�いたま新都心駅西口
徒歩５分

大宮ソニックシティ・�いたまスーパー
アリーナへ便利。ＪＲ大宮駅西口徒歩１分

浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。ＪＲ浦和駅西口徒歩０分

大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。ＪＲ大宮駅西口徒歩３分

�いたま新都心に、アクセス容易。ＪＲ大宮駅西口車５分
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コンベンション施設�

Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　�いたま（埼玉県男女共同参画推進センター）　�０４８‐６０１‐３１１１
�さいたま新都心駅西口徒歩５分�会議室（計６室３５．５～２９１㎡）

大宮ソニックシティ　�０４８‐６４７‐４１１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｏｎｉｃ‐ｃｉｔｙ．ｏｒ．ｊｐ/
�大宮駅西口徒歩３分�大ホール（２，５０５席）�小ホール（４９６席）�国際会議室
（３４９㎡，１８０名）�その他の会議室（計２７室　４４～１６４㎡）�第１展示場（８０４㎡）�第２
～５展示場（計４室　１３５～２０２㎡、計６７４㎡）�市民ホール（計４室　１７１～１８５㎡、
計７１２㎡）�イベント広場（８６０㎡）

埼玉会館　�０４８‐８２９‐２４７１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｆ．ｏｒ．ｊｐ/�浦和駅西口徒歩
６分�大ホール（１，３１５席）�小ホール（５０４席）�その他の会議室（計１６室　４２．４９～
１４８．０２㎡）�第１～３展示室（計３室　２５０．６～５８７．５３㎡）

�いたま市宇宙劇場　�０４８‐６４７‐００１１
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｖｉｌｌａｇｅ．ｉｎｆｏｗｅｂ．ｎｅ．ｊｐ/ｆ̃ｖｂｆ０８００/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ�大宮駅西口徒歩
３分�ホール（２９０席）�その他の会議室（計８室　５４～１２７㎡）
�第１～３ギャラリー（計３室　５４～２８６㎡）

�いたま市産業文化センター　�０４８‐８５４‐０４８６�埼京線与野本町駅東口徒歩
７分�ホール（３００席）�その他の会議室（計３室　５１．８７～９１．１１㎡）

�いたま市西部文化センター　�０４８‐６２５‐３８５１�大宮駅西口６番、東武バス
シティハイツ三橋行大宮西警察署前下車目の前�多目的ホール（４２０席）�その他の
会議室（計５室　６７～９９．３㎡）

�いたま市地域中核施設プラザイースト　�０４８‐８７５‐９９３３�浦和駅西口よりバス
約２０分�ホール（４０２席）�その他の会議室（計９室　３７～３４１㎡）�第１・２展示室
（１０７～２１４㎡）

�いたま市文化センター　�０４８‐８６６‐３１７１�南浦和駅西口徒歩７分
�大ホール（２，００６席）�小ホール（３４０席）�多目的ホール（３２０㎡）�その他の会議室
（計５室　３２～１６０㎡）�Ａ～Ｃ展示室（１７０～４６０㎡）

�いたま市民会館うらわ　�０４８‐８２２‐７１０１�浦和駅西口徒歩７分�大ホール
（４７８席）�コンサート室（１３２席）�その他の会議室（計１５室　１４．３～１４７．２㎡）

�いたま市民会館おおみや　�０４８‐６４１‐６１３１�大宮駅東口徒歩１５分
�大ホール（１，３７０席）�小ホール（２７４席）�その他の会議室（計６室　６２～３４８㎡）

�いたまスーパーアリーナ　�０４８‐６０１‐１１２２
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｉｔａｍａ‐ａｒｅｎａ．ｃｏ．ｊｐ�さいたま新都心駅西口徒歩２分
�スタジアム（１４，６００㎡、３７，０００席）�メインアリーナ（７，１００㎡、２２，５００席）
�コミュニティアリーナ（７，５００㎡、３，０００席）�ホール（６，０００席）�展示ホール（１，０００㎡）

彩の国�いたま芸術劇場　�０４８‐８５８‐５５００�埼京線与野本町駅西口徒歩７分
�大ホール（７７６席）�小ホール（２６６～３４６席）�音楽ホール（６０４席）�映像ホール
（１５０席）
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アウルホテル大宮　�０４８‐６５０‐１１１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｏｗｌ‐ｈｏｔｅｌｓ．ｃｏ．ｊｐ
��いたま新都心駅東口徒歩６分�主要会場（会議室７６，３㎡、ロの字型２０席）
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総合電気設備設計・施工�

代表取締役    大　塚　　薫�
さいたま市岸町2丁目3番15号�
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アルシェロイヤルホール　�０４８‐６４８‐００９０
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｒｃｈｅ－ｒｏｙａｌｈａｌｌ．ｃｏ．ｊｐ�大宮駅西口徒歩１分�主要会場
（ロイヤルルーム１６２㎡、スクール４０席）�その他の会場（計２室　１３７～４５４㎡）

出雲会館　�０４８‐６４３‐４１８８�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｉｚｕｍｏｋａｉｋａｎ．ｃｏｍ
�大宮駅東口徒歩１２分�主要会場（出雲４００㎡、スクール４００席）
�その他の会場（計７室、２５～２００㎡）

浦和ロイヤルパインズホテル　�０４８‐８２７‐１１１１
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｉｄ．ｃｏ．ｊｐ/ｕｒｐｈ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ�浦和駅西口徒歩７分
�主要会場（ロイヤルクラウン１，１００㎡、スクール８６０席）�その他の会場（計９室　
４６～５４０㎡）

大宮国体記念会館　�０４８‐６４３‐１５１５�大宮公園駅徒歩３分�主要会場（富士・
浅間２３０㎡、スクール１６０席）�その他の会場（計６室　１９～９３㎡）

大宮サンパレス　�０４８‐６４２‐１１２２�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓａｉｋａｎ．ｃｏ．ｊｐ
�大宮駅東口徒歩５分�主要会場（孔雀の間２６４㎡、スクール１６８席）�その他の会場
（計８室　３６～２１５㎡）

大宮ラフォーレ清水園　�０４８‐６４３‐１２３４
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｉｍｉｚｕｅｎ．ｃｏ．ｊｐ�大宮駅東口徒歩１０分�主要会場（飛龍
６３２㎡、スクール５１０席）�その他の会場（計７室　４９～３８５㎡）

ときわ会館　�０４８‐８２２‐４４１１�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｋｉｗａｋａｉｋａｎ．ｏｒ．ｊｐ
�浦和駅西口徒歩１８分�主要会場（大ホール３０３㎡、スクール２７０席）�その他の会場
（計２室　７０～１０４㎡）

パイオランドホテル本館　�０４８‐６４８‐００１０�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐｉｏｌａｎｄ．ｃｏ．ｊｐ
�大宮駅東口徒歩３分�主要会場（ホール８３㎡、スクール３２席）

パレスホテル大宮　�０４８‐６４７‐３３００�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐａｌａｃｅ‐ｏｍｉｙａ．ｃｏ．ｊｐ
�大宮駅西口徒歩３分�主要会場（ローズルーム大１，１１６㎡、スクール５５０席）
�その他の会場（計６室　１１１～４１５㎡）

プリムローズ有朋　�０４８‐８６１‐４１２２�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊｏｙ．ｃｏ．ｊｐ/ｐｒｉｍｒｏｓｅ
�浦和駅西口車５分�主要会場（カトレア２３８㎡、スクール１００席）�その他の会場
（計４室　２８～１４７㎡）

別所沼会館　�０４８‐８６１‐５２１９ �浦和駅西口車６分�主要会場（大会議室１４０．８㎡、
スクール１００席）

ベルヴィ武蔵野　�０４８‐２６５‐１１６５�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ａｌｐｈａｃｌｕｂ．ｃｏ．ｊｐ
�南浦和駅東口徒歩８分�主要会場（ウィンザー１７１㎡、スクール９９席）
�その他の会場（計７室　１３３～３９４㎡）

ホテルアルーサ清水園　�０４８‐８５５‐２２４４
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｈｉｍｉｚｕｅｎ．ｃｏ．ｊｐ/�埼京線北与野駅北口徒歩０分
�主要会場（鳳凰４８０㎡、スクール３４２席）�その他の会場（計５室　１３３～３６１㎡）

ホテルブリランテ武蔵野　�０４８‐６０１‐５５５５
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｈｏｔｅｌ‐ｂｒｉｌｌａｎｔｅ．ｃｏｍ�さいたま新都心駅西口徒歩５分
�主要会場（エメラルド６６０㎡、スクール４００席）�その他の会場（計４室　６６～２８０㎡）

マロウドイン大宮　�０４８‐６４５‐５１１１
�ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｍｅｓｈ．ｎｅ．ｊｐ/ｔｏｔｏ/ｏｍｉｙａ/�大宮駅西口徒歩３分
�主要会場（新館２階１１０㎡、スクール８０席）�その他の会場（計３室　４５～８５㎡）

与野第一ホテル　�０４８‐８５２‐６１６１�大宮駅西口車５分�主要会場（会議室６２㎡、
スクール３０席）


