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さいたま市グルメ
Eating in 
Saitama City

うなぎ処古賀  Koga 

Unagi Eel Dish  
in Urawa

浦和のうなぎ

江戸時代（1603～1867年）、中山道の宿場町として栄えた浦和の周
辺には川や沼地が多く、そこで捕れたうなぎを旅人にふるまったのが、
浦和のうなぎの始まりと言われています。旅人の評判をよび浦和の
うなぎは今日に至るまでその伝統を受け継いでいます。職人の手
仕事による串打ち、焼きなどの過程では、店の味を決める伝来の「蒸
し方」「焼き方」そして、代々受け継いできた「たれ」によって各店独自
の味を提供しています。
浦和周辺を中心にさいたま市内にはたくさんのうなぎ料理店が伝
統の技と味を受け継ぎ営業しています。

There were many marshes and rivers in the vicinity of Urawa, 
which  prospered as a post station on Nakasendo road dur-
ing the Edo period (1603-1867). It is said that the unagi eels 
caught in the marshes were cooked and served to travelers, 
and that is the origin of the unagi eel industry in Urawa. Urawa 
eels became popular among travelers and this local specialty 
has been passed on until the present day. Skewering and broil-
ing procedures are done manually 
by chefs. Unagi restaurants have 
their own traditional “steaming” 
or “broiling” methods which 
determine the taste as well as 
tare (sauce), inherited for gen-
erations, the secret of their 
unique eel dishes.

There are many unagi eel res-
taurants that keep traditional skills 
and flavors in Saitama City, espe-
cially in the Urawa area.

幸楽園  Korakuen
　 さいたま市南区太田窪2235   　 水曜（祝日の場合は営業）
　 11:00～20:00   　 048-882-2909   
　 2235 Daitakubo, Minami-ku, Saitama City   
　 Wed (if Wed falls on a holiday, it will open)

小島屋  Kojimaya
　 さいたま市南区太田窪2166  　 月曜
　 火曜～金曜 (Tue-Fri) 11:00～15:00、17:00～19:30、土曜・日曜・祝日 
(Sat, Sun and holidays) 11:00～19:30   　 048-882-1382   
　 2166 Daitakubo, Minami-ku, Saitama City   　 Mon

中村家  Nakamuraya
　 さいたま市浦和区高砂3-2-12   　 日曜・祝日
　 11:30～14:30、17:30～20:30、（土曜(Sat) 17:00～19:30）   
　 048-822-2585  
　 3-2-12 Takasago, Urawa-ku, Saitama City   　 Mon and holidays

満寿家  Masuya
　 さいたま市浦和区岸町7-1-3   　 月曜（祝日の場合は営業、翌日休み）
　 11:00～14:45、17:00～20:45（日曜・祝日(Sun and holidays) ～19:45）
　 048-822-1101   
　 7-1-3 Kishi-cho, Urawa-ku, Saitama City  
　 Mon (if Mon falls on a holiday, it will open, and close the next day)

うらわのうなぎ 萬店  Mandana 
　 さいたま市南区鹿手袋1-2-26   　 木曜
　 11:00～20:30   　 048-862-5648   
　 1-2-26 Shikatebukuro, Minami-ku, Saitama City   　 Thu

炭火蒲焼 うなぎ 浜名  Hamana
　 さいたま市浦和区仲町2-9-2   　 火曜・第2水曜
　 11:30～13:30、17:00～19:30   　 048-832-8790   
　 2-9-2 Naka-cho, Urawa-ku, Saitama City   　  Tue and 2nd Wed

山崎屋  Yamazakiya
　 さいたま市浦和区仲町1-10-8   　 月曜・火曜（祝日の場合は営業）
　 11:30～1400、17:00～19:30   　 048-822-7116   
　 1-10-8 Naka-cho, Urawa-ku, Saitama City
　 Mon and Tue (if Mon and Tue fall on a holiday, it will open)

うなぎ処古賀  Koga
　 さいたま市桜区田島5-10-5   
　 第1・第3月曜（祝日の場合は営業、翌日休み）
　 11:30～14:00、17:00～20:30   　 048-753-9986   
　 5-10-5 Tajima, Sakura-ku, Saitama City   　 1st and 3rd Mon (if Mon 
falls on a holiday, it will open, and close the next day)

醤油味のスープに、ニラ、挽肉、豆板醤を入れたピリ辛の餡かけラー
メン。安くて美味いラーメンとして絶大な人気！
Stamina Ramen are noodles in soy sauce-based soup served 
with a thick spicy sauce with garlic chives, ground meat and 
doubanjiang. This inexpensive but delicious ramen has been ex-
tremely popular!

さいたま市のソウルフード：
スタミナラーメン

Soul food of Saitama: 
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen
豆腐ラーメンは醤油味のスープに、豆腐と挽肉の餡かけが麺の上に
載っているラーメン。滑らかな食感で、麺と豆腐の絡み具合が絶妙
なさっぱり味。
Tofu Ramen consists of soy sauce-based soup, noodles, and 
thick sauce prepared with tofu and ground meat. The texture of 
this rather light-flavored ramen is silky and the noodle and tofu 
combination is exquisite.

餃子舗 漫々亭（大宮）  Gyozaho Manmantei (Omiya)
　 さいたま市大宮区桜木町2-177-10   　 JR大宮駅
　 12:00～15:00、18:00～21:00   　 日曜   　 048-644-6004  
　 2-177-10 Sakuragi-cho, Omiya-ku, Saitama City   　 JR Omiya Sta.   　 Sun

漫々亭（指扇）  Manmantei (Sashiogi)    
　 さいたま市西区西遊馬343   　 JR川越線指扇駅   
　 火曜～土曜（Tue-Sat）11:30～14:00、18:00～22:00   日曜・祝日（Sun and 
holidays）11:30～15:00、18:00～21:00頃    　 月曜   　 非公開   
　 343 Nishi-Asuma, Nishi-ku, Saitama City   　 Sashiogi Sta. on JR Kawagoe Line
　 Mon   　 not listed   

※ 娘娘・漫々亭に初めて入店される方へ：昔ながらの家庭的な店のため、基本的
にはセルフサービスのお店だと思ってください。
* For first-time customers to Nyan Nyan and Manmantei: As they are old-style 
homey shops, consider them basically as self-service restaurants. 

レストラン大手門  Restaurant Otemon
　 さいたま市岩槻区太田3-1-1 市民会館いわつき内   　 東武アーバンパークラ
イン（野田線）岩槻駅  　 11:00～18:00   　 月曜 ※市民会館工事のため2015年8
月～2016年3月末まで一時休業します。 　 048-758-1122  
　 Citizen Hall Iwatsuki, 3-1-1 Ota, Iwatsuki-ku, Saitama City   　 Iwatsuki Sta. on 
Tobu Urban Park Line (Noda Line)   　 Mon *It will be closed August 2015 to 
March 2016 due to the construction work in Citizen Hall.   

トーフラーメン幸楊  Tofu Ramen Koyo
　 さいたま市桜区田島1-21-18   　 JR武蔵野線西浦和駅  
　 11:30～20:00   　 木曜   　 048-839-1559   
　 1-21-18 Tajima, Sakura-ku, Saitama City   　 Nishi-Urawa Sta. on JR 
Musashino Line   　 Thu   

とうふらぁめん蘭蘭  Tofu Ramen Ranran
　 さいたま市岩槻区本町3-3-4   　 東武アーバンパークライン（野田線）岩槻
駅   　 11:30～15:00、17：30～20：00   　 水曜   　 048-757-9888 
　 3-3-4 Honcho, Iwatsuki-ku, Saitama City   　 Iwatsuki Sta. on Tobu Urban 
Park Line (Noda Line)   　 Wed   

娘娘（中浦和）  Nyan Nyan (Naka-Urawa)
　 さいたま市桜区西堀2-21-3   　 JR埼京線中浦和駅
　 11:30～15:00、17:30～20:30   　 火曜   　 048-839-0044  
　 2-21-3 Nishibori, Sakura-ku, Saitama City
　 Naka-Urawa Sta. on JR Saikyo Line   　 Tue  

娘 （々北浦和）  Nyan Nyan (Kita-Urawa)
　 さいたま市浦和区北浦和1-2-13   　 JR京浜東北線北浦和駅  
　 12:00～20:00   　 月曜・火曜   　 048-824-6791   
　 1-2-13 Kita-Urawa, Urawa-ku, Saitama City   　 Kita-Urawa Sta. on JR Keihin 
Tohoku Line   　 Mon and Tue 

　娘娘  Marunaga Nyan Nyan
　 さいたま市浦和区常盤5-3-2   　 JR京浜東北線北浦和駅または浦和駅   
　 水曜～金曜（Wed-Fri) 11:30～14:00、土曜・日曜（Sat and Sun） 11:30～
14:00、17:00～19:00    　 月曜・火曜　※営業日及び営業時間は変更になる場
合があります。特に夜はご注意ください。  　 非公開 
　 5-3-2 Tokiwa, Urawa-ku, Saitama City   　 Kita-Urawa Sta. / Urawa Sta. on JR 
Keihin Tohoku Line   　 Mon and Tue *Please note open days and hours may 
change. Especially in the evening, checking prior to visit is recommended.
　 not listed  

娘娘（与野本町）  Nyan Nyan (Yono Honmachi)   
　 さいたま市中央区下落合7-7-9   　 JR埼京線与野本町駅  
　 11:30～15:00、17:00～20:00   　 火曜   　 非公開
　 7-7-9 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama City   　 Yono Honmachi Sta. on JR 
Saikyo Line   　 Tue   　 not listed  

娘娘大成店  Nyan Nyan Onari Ten  
　 さいたま市大宮区大成町1-248-3   　 JR大宮駅   　 11:30～14:30、18:00～
22:00 （第3月曜（3rd Mon）～14:30）   　 火曜   　 048-627-8083   
　 1-248-3 Onari-cho, Omiya-ku, Saitama City   　 JR Omiya Sta.   　 Tue  

娘娘（上尾愛宕）  Nyan Nyan (Ageo Atago)   
　 上尾市愛宕3-7-17   　 JR高崎線上尾駅  
　 11:30～14:30、18:00～20:30 （月曜（Mon）～14:30）  　 火曜   　 非公開   
　 3-7-17 Atago, Ageo City   　 Ageo Sta. on JR Takasaki Line   
　 Tue   　 not listed  

娘娘（上尾井戸木）  Nyan Nyan (Ageo Idogi)   
　 上尾市井戸木1-18-6   　 JR高崎線桶川駅  
　 11:30～14:30、18:00～20:30 （火曜（Tue）～14:30） ※スープがなくなるま
で。*Until the soup finishes.    　 水曜   　 048-774-5314   
　 1-18-6 Idogi, Ageo City   　 Okegawa Sta. on JR Takasaki Line   　 Wed  

さいたま市外・Out of Saitama City

※閉店時間はラストオーダーの時間です。*The indicated closing time is time of last call. 

※閉店時間はラストオーダーの時間です。
*The indicated closing time is time of last call. 

娘娘（中浦和） Nyan Nyan(Naka-Urawa)

レストラン大手門 Restaurant Otemon
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