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Recommended 
Routes

モデルルート

盆栽村ルート  
Bonsai Village Route

人形のまち・城下町岩槻ルート  
Doll-making and castle town Iwatsuki Route

盆栽園、盆栽四季の家、漫画会館、
さいたま市大宮盆栽美術館
Bonsai-en, Bonsai Shiki-no-Ie, Cartoon 
Art Museum and The Omiya Bonsai  
Art Museum, Saitama

さいたま新都心駅
Saitama-Shintoshin Sta.

東玉 人形の博物館
Togyoku Doll Museum

氷川参道
Hikawa Sando

大構（愛宕神社）
Ogamae (Atago-jinja Shrine)

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa-jinja Shrine

時の鐘
Toki no Kane

大宮公園
Omiya Park

岩槻城址公園
Iwatsuki Joshi Park

県立歴史と民俗の博物館
Saitama Prefectural Museum of History and Folklore

鈴木酒造  酒蔵資料館 
Suzukishuzo-sakagura Museum

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

岩槻藩遷喬館
 Iwatsuki-han Senkyokan

四季折々の風景が楽しめ、日本さくら名所100選に
も選ばれた公園。

One of the 100 parks with best cherry blossom views 
in Japan, where you can enjoy seasonal scenery.

桜や睡蓮、菖蒲の花を楽しみながら岩槻城の旧城門
を見る。

See the old gate of Iwatsuki Castle while enjoying 
views of cherry blossoms, lotuses, and irises.   

常設展の「埼玉における人々の暮らしと文化」で過去
を知る。

Learn the past of Saitama through permanent exhibi-
tion “Life and culture of local people in Saitama.”

明治4年（1871年）創業の蔵元で当時の資料や道具を
見る。

See materials and tools of former times at sake brewery 
established in 1871.  

盆栽園や盆栽美術館で色々な盆栽を見て楽しむ。

Appreciate a variety of bonsai works at bonsai nurser-
ies and Bonsai Museum.  

1799年に開かれた私塾で後に正式な藩校になった。

A private school founded in 1799 became an o!cial 
school run by the domain in the Edo period (1603-
1867).  

2000年以上の歴史を持つと言われる神社でお祈り。

Pray in the shrine that is considered to have a history of 
more than 2,000 years.  
 

1671年に設置し、1720年に改鋳した鐘楼で美しい音
色を聞く。

A bell tower, which was built in 1671 and recast in 1720, 
chimes a beautiful sound.  

氷川神社までまっすぐに伸びる約2㎞の並木道。

The approach to Hikawa-jinja Shrine stretches 2 km 
straight with rows of zelkova trees. 

岩槻城の外郭で当時の面影が今も残る。

Old outer walls of Iwatsuki Castle retain an atmosphere 
of bygone days. 
 

多彩な人形コレクションで古代から現代名匠、海外
の作品までを紹介。

See a nice collection of dolls from ancient ones to 
modern masterpieces of skilled craftsman to ones 
made in other countries.

Toro Sta.
土呂駅

Iwatsuki Sta.
岩槻駅

Iwatsuki Sta.
岩槻駅

Please point. 指で示してください。
●In Town ●At Restaurants

Go straight
正面

左 右

1個だけでも買えますか？
Can I buy just one of them?

ちょっと試してもいいですか？
Can I try this?

いくらですか？
How much is this?

写真をとってもいいですか？
Can I take a picture here? 

トイレを使わせてください。
Let me use a restroom, please.

カードは使えますか？
Do you accept a credit card?

どのくらい待ちますか？
How long do I have to wait? 

喫煙席を希望します。
I smoke.

禁煙席を希望します。
I don’t smoke.

トイレはどこですか？
Where is the restroom?

生で食べるものですか？
Is this raw? 

火は通っていますか？
Is this cooked by heat?

冷たい食べ物ですか？
Is this a cold dish? 

温かい（熱い）食べ物ですか？
Is this a warm / hot dish? 

精算してください。
Check, please.

材料に何を使っていますか？
What are the ingredients of this dish? 

私は宗教的な理由・アレルギーのため○○が食べられません。
I can’t eat ○○ because of a religious reason / allergy.

Turn
left

Turn
right

卵
Egg

乳製品
Dairy products

野菜
Vegetables

穀類
Grain

小麦
Wheat

そば
Buckwheat

他
Other

魚
Fish

まぐろ
Tuna

あじ
Horse 

mackerel 

さば
Mackerel

しらす
Whitebait

イカ
Squid

エビ
Shrimp

カニ
Crab

貝類
Shellfish

豆
Bean

大豆
Soy bean

落花生
Peanuts

他
Other

肉
Meat

牛肉
Beef

鶏肉
Chicken

豚肉
Pork

他
Other
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