


Information

彩の国まごころ国体 リハーサル大会が開かれます。�彩の国まごころ国体 リハーサル大会が開かれます。�

さいたま市では、来年の第59回国民体育大会で県内最多の9種目の
競技が行われます。前年に当たる今年は、下記のとおりリハーサル大
会が開催されます。 

さいたま市民まつりの参加団体を募集します。�さいたま市民まつりの参加団体を募集します。�

歓迎看板出来ました！！�歓迎看板出来ました！！�

通常総会を開催。�

おもてなしの街づくりセミナーを開催。�

会議、イベント参加者などの来客者に対する歓迎
と市民への情報伝達に役立つ歓迎看板の設置サー
ビスを始めました。 
市内主要駅もしくは開催会場入口に、お客様のご
用意したポスターなどとともに、歓迎看板を設置
いたしますので、是非ご利用ください。 

彩の国まごころ国体 
 

� 048-647-0788 
〈コンベンション事業担当まで〉 

さいたま市民まつり実行委員会事務局（さいたま市経済部経済政策課内） 
�048-829-1365／e-mail　keizai-seisaku@city.saitama.jp　 
※参加受付期間：7月31日（木）まで 

さいたま市では、本年10月12日（日）、さいたま新都心で全く新し
いイベントを開催します。このイベントのメインとなるのが、イルミ
ネーションパレード !!9つの光り輝くドラゴンフロート（山車）を先
頭に、皆さんもパレードに参加してみませんか？ 
また、同イベント記念コンサートの中で、市の歌『希
望のまち』を合唱していただける方も募集中です。 

ビリヤード（記念大会）  
自転車（トラック・レース）  
テニス 
 
 

競　技　名 
7/26～27

8/25～26

9/5～7

記念総合体育館 
大宮公園双輪場 
大宮第2公園テニス場 
 
 

10/17～22

11/1～5

11/22～24  

埼玉スタジアム2002ほか 
大宮公園野球場 
記念総合体育館 
 
 

9/21～22 埼玉県警察学校射撃場 
 

ライフル射撃 
（センター・ファイア・ピストル） 
サッカー 
高等学校野球  
ウエイトリフティング  

日　程 会　　場 

お問い合わせ�

お問い合わせ�

お問い合わせ�

第24回 江戸の粋「端唄」お座敷唄と踊りを楽しむ集いのご案内�

さいたま市実行委員会事務局（さいたま市総務局国体事務局内） 
�048-840-6115

さいたま市内で働くみなさまの�
｢ゆとり｣をBACK UP! !

財団法人さいたま市勤労者福祉サービスセンター　さいたま市大宮区大門町3－1�
TEL. 048(647)7777　FAX. 048(647)7887　http://www.saitama-wsc.com

さいたま市内で働くみなさまの�
｢ゆとり｣をBACK UP! !

充実した福利厚生�

１社で難しい福利厚生を可能に�

充実した福利厚生�

１社で難しい福利厚生を可能に�

福利厚生費用のコストコントロール�

１人１カ月　500円�

福利厚生費用のコストコントロール�

１人１カ月　500円�
福利厚生のアウトソーシング�

社外におまかせ、手間いらず�

福利厚生のアウトソーシング�

社外におまかせ、手間いらず�

市内の事業所(300人以下の会社・工場・商店など)の事業主及びそこに勤務する方が入会できます。(事業所単位で入会いただくことが原則です。)
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彩の国まごころ国体 リハーサル大会が開かれます。�
去る6月2日（月）、パレスホテル大宮におい
て通常総会を開催し、平成14年度事業報告
及び決算報告をご承認いただきました。ま
た総会終了後、同会場において懇親会を開き、
業種を越えた会員相互の交流が図られました。 

当ビューローは、さいたま市及びその周辺地域における観光
及びコンベンション事業の振興を図り、県民の文化の向上及
び国際相互理解の増進、地域社会の発展に寄与することを目
的とした公益法人です。 
観光・コンベンション事業をサポートしていただける会員を
募集しております。ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 

さいたま市民まつりの参加団体を募集します。�

歓迎看板出来ました！！�

通常総会を開催。�通常総会を開催。�

おもてなしの街づくりセミナーを開催。�おもてなしの街づくりセミナーを開催。�

入会のご案内�

年会費　個人：1口 3,000円／団体：1口 5,000円 
入会についてのお問い合わせ　�048-647-8338 
　　　　　　　　　　　　　　　　〈総務担当まで〉 

 

第１部：『おもてなしの心で創造する街』 
　　　　服部勝人氏（日本ホスピタリティ・マネジメント学会理事長） 
 （東洋大学 国際地域学部 教授） 
第2部：『さいたまの歴史ある観光地』 
　　　　宮内正勝氏（さいたま市博物館指導員）（大東文化大学講師） 

外来のお客様を温かくお迎えするウエルカム運動を展開するため、去
る6月 23日（月）、おもてなしの街づくりセミナーを開催いたしま
した。当日は、浦和ワシントンホテルを会場とし、多数の参加者が集
まり、おもてなしの心を伝えられる心構えと接客応対を学びました。 
今後とも同様なセミナーを開催してまいります。 

今年は江戸開府400年。お座敷で江戸時代の大衆芸能（端唄・舞踊）や、
粋人達の天狗道場のほか、満月を愛でながらのお茶席も楽しんでもらいます。 

日時：9月14日（日）15：00～ 
会場：割烹 千代田（JR浦和駅西口徒歩5分） 
会費：6,500円（お料理代含む） 

定員：先着100名 
お問い合わせ：� 048-861-0442 
 （端唄青柳流本部）まで 

第24回 江戸の粋「端唄」お座敷唄と踊りを楽しむ集いのご案内�第24回 江戸の粋「端唄」お座敷唄と踊りを楽しむ集いのご案内�
はうた�はうた�

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。�

http://www.mainichikogyo.co.jp

〒330-0842　埼玉県さいたま市大宮区浅間町2-244
�0120-156365本社ファーストサービスセンター 

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-292  松栄第3ビル1階 
�048-641-5251管 理 セ ン タ ー  

�048-645-7717�ビルテクノマイニチ 
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さいたま市花火大会�

与野夏祭り�

日時�

会場�

交通�

今年の4月にさいたま市が政令指定都市に移行したことを記念して開
催されるのがこの花火大会です。2尺玉のほか、スターマインや早打
ちなど、約15,000発が打ち上げられます。�

8月9日 (土 )�
19:00～21:00�
※荒天の場合は10日、11日と順延します。
　3日間荒天の場合は中止となります。�

�

荒川総合運動公園�
�

国際興業バス�
JR浦和駅西口から大久保浄水場行
き、やつしまニュータウン下車�

西武バス�
JR大宮駅西口から加茂川団地行き、
終点下車�
JR北浦和駅西口から加茂川団地行
き、大久保下車�
※上記路線バスの増発及び近隣駅より臨
　時バスを運行予定（「北浦和駅西口」　
　もしくは「南与野駅北入口」乗車、�
　「トラックセンター」下車。）�
�

日時�

会場�

交通�

与野鴻沼太鼓の演奏を合図に、上町・仲町・下町・上峰の四町のお御
輿が19日は揃い渡御を、20日はそれぞれが渡御します。また、上落
合、下落合、桜丘、新中里などでもそれぞれまつりが行われます。�

7月19日 (土 )�
      20日 (日 )　�
16:00～22:00�
�

本町通り周辺�
�

JR埼京線与野本町駅�
より徒歩3分

お問い合わせ (7月 1日～ 8月 11日、7:00～ 23:00)
ハローダイヤル　03-5777-8600

Sight-seeing
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浦和まつり 第23回みこしパレード�

浦和まつり 南浦和東口会場�

2基の子供たるみこしに27基の大人みこし、それに木やり流しが
集まり、中山道を練り歩きます。また、沿道でおはやしがまつりの
雰囲気を一層盛り上げます。�

7月20日(日)　13:30～21:00（規制時間13:00～21:30）�
※雨天の場合、翌21日に延期�

JR南浦和駅東口（駅前から舟山通り交差点まで）�

JR京浜東北線及び武蔵野線南浦和駅�

日時�

日時�

会場�

会場�

交通�

交通�

7月20日 (日 )　�
14:30～20:30�
（規制時間13:00～21:00）�
�

中山道�
（新浦和橋下から調神社まで）�
�

JR浦和駅西口�

センス･サービスNO.1歴史･伝統･技術で�
　　 魅せる日本の花美� － 創業明治34年 － 

オリエンタル火工株式
会社�

本　　社　〒330-0803　埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1－177 
　　　　　TEL048－644－8611�　FAX 048－647－4411 
今市工場　〒369-1214　埼玉県大里郡寄居町大字今市字中山1186 
　　　　　TEL048－582－1117�　FAX 048－582－1125 
E -ma i l　oriental@jcom.home.ne.jp
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7月27日（日）13:00～21:30（規制時間12:30～22:00）�
※雨天の場合、音楽パレードは中止、浦和おどりは8月24日（日）に延期�

中山道�
（埼玉縣信用金庫前からさくら草通りまで）�

JR浦和駅西口�

日時�

会場�

交通�

8月1日（金）�
17:00～22:00�
�

JR大宮駅西口周辺�
�

JR大宮駅西口下車�

日時�

会場�

交通�

浦和おどり�
見沼太鼓の演奏の中、65の団
体が子供から大人まで、それぞ
れ個性的な衣裳で踊ります。�

※浦和商店街青年部連合会の大バザールと天津小湊町や南郷村などの
　物産即売会も開催されます。�

浦和まつり 第8回音楽パレード・第27回浦和おどり�

大宮夏まつり 第16回スパークカーニバル�

音楽パレード�
市内の小・中学校、高校47校
の金管バンド部などがそれぞれ
のコスチューム、華やかな音色
で行進します。�

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がはじ
まりを告げると、サンバパレードと御輿揃い渡御が中央通りに繰り出
します。また、ステージイベントも行われます。�

浦和まつりに関するお問い合わせ�
(6月28日～7月27日、7:00～23:00)
ハローダイヤル　03-5777-8600

Photo：240G

お客様相談室／0120-319231　ホームページ／http://www.saitama-toyopet.co.jp

新たな次元へ。�
新型ハリアー登場！�
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日時�

会場�

交通�

8月1日（金）17:00～21:00、2日（土）17:00～22:00�

JR大宮駅東口駅前周辺�

JR大宮駅東口下車�

日時�

会場�

交通�

1日は御輿渡御、山車巡行が行われます。メ
インとなる2日は御輿揃い渡御、山車揃い巡
行、民踊パレード、阿波踊り、ステージイベ
ントが行われます。�

8月6日（水）、7日（木）�
15:00～21:30�
�

日進七夕通り周辺�
�

JR川越線日進駅下車�

大宮夏まつり 第32回日進七夕まつり�

大宮夏まつり�
　　　　2003中山道まつり�

地域の夢を託した竹飾りが揺れる中、子供みこしや山車、お囃子、
民踊流しなどが盛大に行われます。また、今年はよさこい鳴子踊
りも行われます。�
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Art Calendar

JACK大宮・宇宙劇場　ピアノコンサート in プラネタリウム�
プラネタリウムで満天の星とピアノの生演奏をお楽しみ
ください。演奏の合間に星座のご紹介をいたします。 

大人：600円 
小人：300円 

7/19 
10：30開演 
 

開催日�

料　金�

JR大宮駅西口徒歩３分　�048-647-0011 
休館日：水、祝日の場合翌平日/年末年始　※障害者及び団体割引あり 

さいたま市立漫画会館　さいたま市民漫画展2002選外傑作展�
さいたま市民漫画展2002で多数の応募作品の中から、
惜しくも選外となった傑作作品を展示します。 

無料 

無料 

6/7～ 
　8/24

開催日�

料　金�東武野田線大宮公園駅徒歩5分　 
�048-663-1541 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

旧坂東家住宅見沼くらしっく館・見沼塾共催 市指定無形民俗文化財「深作ささら獅子舞」公開�
見て愉しく、聴いてなつかしい、関東ならではのパワフ
ル獅子舞公開。心に響く“里の秋”の予感を・・・。 9/28　 

(予備日)
10/4

開催日�

料　金�

JR大宮駅東口7番バス乗り場よりさいたま東営業所行きバス 
「三崎台」下車すぐ 
�048-688-3330 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

さいたま市立浦和博物館　みんな一緒に昔のあそび！�
竹馬、ベーゴマ、ダルマおとしに缶けり、おはじき。 
昔なつかしい遊びを体験。 

無料 

7/24～ 
　7/27 
 

開催日�

料　金�JR北浦和駅東口より市立病院行きバス、終点下車すぐ 
�048-874-3960 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

うらわ美術館　ウィーンの夢と憧れ　世紀末のグラフィック・アート�
「ウィーン」、「書斎」、「夢」の三部構成により、ウィー
ン世紀末芸術の特色を最もよく示しているグラフィック
作品約360点を紹介します。 

一　般：630円 
大高生：420円 
中小生：210円 

7/5～8/24
開催日�

料　金�

JR浦和駅西口徒歩7分　�048-827-3215 
休館日：月（祝日・休日の場合翌日）、年末年始 
※障害者及び団体割引あり 

埼玉県立博物館　特別展「埼玉の名宝シリーズ4 めざめろ古代」�
県内所在の国・県指定考古資料を一挙公開。行田市で見
つかった埴輪14体は一級資料であり、日本初の同時公開。
鴻巣市の人物埴輪（写真）の魅力と迫力は圧巻。 

500円 

7/19～ 
　8/31

開催日�

料　金�東武野田線大宮公園駅徒歩5分　�048-645-8171 
休館日：月、祝日の翌日(特別展以外の第4金曜)・年末年始 
※障害者及び団体割引あり 

前売り券　7/5 10時～ 

美味しさを作り続けて 35年　花と緑のレストラン 

さいたま市大宮区北袋町1-130　�048-641-9489 �0120-20-9489 
AM11:30～PM2:00／PM5:30～PM9:00(火曜休み) http://www.alpino.co.jp/ 

アルピーノ　小さな専門店 
素敵屋さん�イルクオーレすぱげってぇ屋さん 
お菓子やさん(工房本店･高島屋大宮店)�あるぴいの銀花ギャラリー�逸品屋さん 

フランス料理　アルピーノ 
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さいたま市内の美術館・博物館からの�
　　　　　　　　　おすすめイベント情報です！�

※なお、日程や内容については多少変更がある場合がございますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。 

2003年7月～9月�

埼玉県立近代美術館　企画展「トルコ美術の現在　どこに？/ここに？」�
いまのトルコ美術は、アジアとヨーロッパの境界に位置
する独特な文化や伝統を背景に活況を見せています。初
めてトルコ美術の最先端を紹介します。 

一　般：800円 
大高生：640円 

6/20～8/31
開催日�

料　金�JR北浦和駅西口徒歩3分　�048-824-0111 
休館日：月、祝日の翌日（土日祝は開館）、年末年始 
※団体割引あり 

青少年宇宙科学館　DINO CAMP ディノ キャンプ～恐竜の進化とふしぎ展�
地球が誕生して46億年、生物が地球に登場して35億年
とされています。失われた時代の生き証人達を集め、古
代の世界を知らせると共に、生命の尊さや地球を考える
展示です。 

無料 

6/28～ 
　8/31

開催日�

料　金�

JR浦和駅東口より北浦和駅東口行きバス「宇宙科学館入口」下車徒歩3分 
�048-881-1515　休館日：月（祝日の場合翌日）、年末年始 

さいたま市立博物館　第10回夏休み子ども博物館�
政令市となり9つの区が誕生した「さいたま市」につ
いて“ものしり”になれる展示で、夏休みの自由研究
には最適です。期間中には体験学習を中心に 40講座
を開催します。 体験学習材料費 

100円～ 
　１,000円 

7/19～9/7
開催日�

料　金�

JR大宮駅東口徒歩12分　�048-644-2322 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

彩の国さいたま芸術劇場　ネザーランド・ダンス・シアターⅢ、サビーネ・プロジェクト、イリ・キリアン最新作�
現代バレエ最高峰の振付家イリ・キリアンの最新作を
世界初演。 

　S　：6,000円 
　A　：4,000円 
学生A：2,000円 

9/5　9/6　9/7
開催日�

料　金�
JR埼京線与野本町駅徒歩7分 
�048-858-5511 
休館日：第1、第3月曜（祝日の場合翌日） 

浦和くらしの博物館民家園　「七夕の馬」づくり�
地域の伝統行事であるマコモで作る「七夕の馬」づくり
を体験できます。 

無料 

7/5 
 

開催日�

料　金�JR浦和駅西口より東川口駅北口行きバス「念仏橋」下車すぐ 
�048-878-5025 
休館日：月（祝日を除く）、祝日の翌日、年末年始 

ジョン・レノン・ミュージアム　ジョン・レノン「作詞ノート」を全ページ公開�
ビートルズの初の 2枚組アルバム「ザ・ビートルズ」
がレコーディングされてから35周年。 
収録されているジョンの曲を順次、紹介していきます。 

大　人：1,500円 
高大生：1,000円 
小中生：   500円 

5/30～ 
 

開催日�

料　金�

JRさいたま新都心駅徒歩3分、JR北与野駅徒歩7分 
�048-601-0009　休館日：火（祝日の場合翌日）、年末年始 
※障害者及び団体割引あり 

�池上直哉 

こだわりの�
　　　  手焼せんべい�

〒338-0014　さいたま市中央区上峰1-19-8�
TEL 048-853-1834　FAX 048-852-8165
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Souvenir 新しくなった   さいたま推奨土産品!!新しくなった    さいたま推奨土産品!!新しくなった  
第1回（社）さいたま観光コンベンションビューロー推奨土産品品評会で
選ばれました推奨土産品全48品目をご紹介いたします。一部の商品は、
当ビューローの案内所でも取り扱っておりますので、ぜひご利用ください。 

氷川の杜サブレ�
�

㈱アルピーノお菓子やさん 
048-647-8805 
狭山茶をふんだんに使っ
たサブレです。 

武州梅�

浦和名物ときわだんご 
048-822-4166 
梅餡を求肥でくるみ、
紫蘇で包み、砂糖をま
ぶして仕上げました。 

福々まんじゅう�

御菓子司　福泉 
048-882-2973 
まざり物なしの地粉の
みを使用した無着色、
無添加の手作りです。 

文蔵芋�

御菓子司　青柳 
048-861-6805 
ニッキをまぶして金串に刺し、
つるし焼きして仕上げるため、
芳ばしく口溶けが良いです。 

見沼舟唄�

㈲足立屋 
048-822-2978 
国内最古の運河である
見沼通船堀を往来する
舟を型どったお菓子です。 

むさしの道中�
�

和菓子司あたらし 
048-642-5817 
アーモンド・ゴマをぜ
いたくに香ばしく焼き
上げたお菓子です。 

見沼の味だより�
（詰合せ3点セット）�

㈲田舎家 
048-882-9772 
ナッツとレーズン入白あ
んのホイル焼、粒あん最中、
ごま羊羹のセットです。 

宇田川煎餅�

宇田川煎餅店 
048-684-8542 
青森産のにんにくを豊
富に使っている南蛮焼
煎餅です。 

かっぱ煎餅詰合せ�

㈲かっぱや 
048-831-8656 
おおかや煎餅と南蛮頭
巾焼等の詰合せ進物です。 

どん栗と竜眼�

菓子処　加藤製菓 
048-882-4923 
卵・バター・練乳・アー
モンド・チーズ等を使っ
たソフトな焼菓子です。 

清酒都鷹大吟醸�

㈱小山本家酒造 
048-623-0011 
高い吟醸香とやわらか
な口当たりが特徴の手
作り大吟醸です。 

酒井の奈良漬�

㈱酒井甚四郎商店 
048-822-2110 
厳選した良質の野菜を
特製の酒粕に丹念に漬
けこみました。 

中山道宿場銘茶�
浦和宿・大宮宿�

㈱信濃屋 
048-641-4708 
埼玉県の特産である狭
山茶を使用しています。 

彩の薔薇�

善収庵大こくや 
048-856-0007 
白あんにチーズがたっ
ぷり入った乳化菓子です。 

押焼煎餅銘菓 浦和焼�

武内商店 
048-882-8910 
独自のたれをはけで手
塗り、乾燥させた逸品
です。 

サッカー王国�

御菓子舗　橘家 
048-831-2944 
バターと生クリームの
風味が効いた焼菓子です。 

御加持水もなか・�
栗童子詰合せ�

和生菓子　司家 
048-852-5486 
うらごしした栗を練りこんだ求肥を
あんで包んだもなかと、桃山あんに
一粒の栗を包み込みチョコレートで
コーティングした焼菓子の詰合せです。 

うらわサッカーの街�

㈲筑波菓子舗 
048-881-0939 
黄味餡を小麦粉・バター・
生クリーム入りの生地で
包み、焼き上げたものです。 

手焼きせんべい彩の月�

中田せんべい 
048-882-8631 
しょうゆ味のせんべいを、
昔ながらの焼き方で焼
いております。 

かぐら焼�

㈱七越製菓 
048-852-3753 
国内産餅米を使用し、
伝統の技を支える職人
が造りあげました。 

浦�

㈲菓房　はら山 
048-887-1388 
小豆・砂糖・米粉・栗・
ニッキ・松の実・栗あん
を包み、蒸したお菓子です。 

あんみつ姫黒みつ�

ミヤマ食品㈱ 
048-663-2337 
天日乾燥された風味豊
かな寒天です。 

さくら草サブレー�

洋菓子　山口屋 
048-822-5959 
さくら草の花びらを型
どったクッキーです。 

見沼のかおり�

御菓子司　洋清堂 
048-873-2703 
たんぼの中のかかし・一本足
のかかしの歌をそのままに形
どり秋色に焼き上げました。  
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新しくなった  さいたま推奨土産品!!新しくなった  さいたま推奨土産品!!  さいたま推奨土産品!!
‥‥大宮観光案内所　048-644-1144    
‥‥浦和観光案内所　048-824-0333    
‥‥北浦和インフォメーションセンター　048-834-6166

かやの木ロール�

㈲イケダベーカリー 
048-832-7635  
くるみ・ラムレーズン入
りココア生地をココアシ
ュー生地で包みました。 

白鷺宝・玉しずく�
茶ちゃ詰合せ�

㈱浦和花見 
048-822-2573 
白鷺宝は黄味あんにミルク、玉し
ずくはこしあんに糖蜜、茶ちゃは
抹茶あんに抹茶ミルクをそれぞれ
コーティングしたお菓子です。 

陣屋ねぎみそ煎餅�
�

㈱片岡食品 
048-853-1834 
特性みそだれと、埼玉名産深
谷生ねぎを混ぜ合わせて味付
けした手焼きせんべいです。 

味祖南京�

鳩屋販売㈱ 
048-683-5111 
南京豆と鳩屋秘伝の味
祖を和合して作り上げた、
蜂蜜たっぷりの商品です。 

鈴谷天神・二度栗の郷・�
大かやの郷詰合せ�

�

甘美堂 
048-832-3641 
全て手作りの特選銘菓
です。 

清酒旭正宗うらら�

内木酒造㈱ 
048-862-5734 
味はまろやか、香りは
フルーティー、ソフト
で軽快なお酒です。 

清酒大吟醸九重桜�
平成ひろば�

大瀧酒造㈱ 
048-683-3006 
原料米は山田錦を 100％使
用し、精米歩合40％使用酵
母は埼玉産を使用しています。 

おおみや育ち�
バターまん�

㈲大はし菓子店 
048-665-3033 
小さなお店の大きな銘
菓です。 

かみなり　30号�

雷おこし食品㈱ 
048-624-5656 
雷おこしの売れ筋を進
物缶に詰めました。 

ぼんさいうどん�

本舗亀八 
048-667-5052 
匠の技による茹で上げ2
分半の喉ごしまろやか
な細打ち高級麺です。 

豊年焼�

㈱喜多山製菓 
048-625-5686 
上質のうるち米を使い、
しょう油は天然醸造で
保存料をカットしました。 

ローズガーデン�
（抹茶ケーキ）�

菓子工房 シャンソニエ 
048-857-8801 
抹茶・卵・生クリーム・ホワイ
トチョコ・砂糖・ビスケットで
できたオリジナル・ケーキです。 

招きうさぎ�

松月堂 
048-882-5100 
しっとりとした味わいの薯蕷饅
頭です。小豆・梅・栗の3種類
の味をお楽しみいただけます。 

わが街さいたま�

高野煎餅 
048-810-5411 
調のこまうさぎ・見沼
のかかし・サッカーボ
ールの形をした商品です。 

彩果の宝石�

㈱トミゼンフーヅ 
048-864-2881 
果汁、果肉、オリゴ糖
などをたっぷり含んだ、
体に優しいジェリーです。 

錦せんべい�

錦せんべい本舗 
048-624-4355 
銘柄米の玄米を精米し、
生地作りに研究を重ね
焼き上げました。 

花栗�

㈲花見菓子舗 
048-641-1181 
バター生地の中に黄身
餡と一粒丸ごとの栗が
入っている焼菓子です。 

氷川だんご�

氷川だんご屋 
048-644-3782 
米の粉だけを使用し、
歯ごたえのあるしょう
油味の焼だんごです。 

大宮人�

風土菓房　福呂屋 
048-641-1295 
北海道小豆を、ふっくら炊
きあげた大納言で、大粒の
栗と餅を包んだお菓子です。 

八雲の宮のぐり�

㈲ 福呂屋本店 
048-641-2968 
国内産の厳選した自然の材料を
使用し、栗は丸ごと１つを柔ら
かく蜜煮したものを使っています。 

最高峰　鶴の子�

松葉納豆　鶴の子本舗 
048-663-3992 
第二回全国納豆鑑評会
に於いて最優秀賞を受
賞した一品です。 

竜神伝説　竜眼�

和生菓子　豆の木 
048-651-5233 
卵・バター・練乳等を使っ
たソフトな焼菓子で、甘さ
を控えめに仕上げています。 

大宮銘菓盆栽最中�

盆栽最中三好屋 
048-643-3448 
大宮の「盆栽村」から
名を受け、大宮銘菓と
して人気です。 

江戸前煎餅�

㈲渡辺煎餅 
048-882-5208 
昔なつかしい味と現代
人にもあっている味。 

マークは 
金賞受賞 

（
50
音
順
） 
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Convention

本調査は、さいたま市内コンベンション施設を対象に平成14年4月～
平成15年3月に開催されたコンベンションを調査し集計したものです。�
過去１年間の会議･大会の調査だった為、件数が膨大で回答困難とす
る施設がいくつかあり、さいたま市内すべてのデータでない事をお断
りしておきます。（34施設にご協力）�
しかしながら、規模別、分野別、開催月別、期間別開催状況に関して
は、およその傾向が把握でき、今後ビューローの誘致活動の参考とな
ると考えております。�

平成14年度コンベンション開催実績状況調査�平成14年度コンベンション開催実績状況調査�

平成14年度コンベンション経済効果 推計調査結果�

1.会議・大会件数、参加者数�
件数�
�国際会議・大会�

全国会議・大会�
ブロック会議・大会�
県内会議・大会�

計�

7�
72�
60�
539�
678

1.0%�
10.6%�
8.9%�
79.5%�
100%

1,957�
197,214�
43,344�

1,083,231�
1,325,746

0.1%�
14.9%�
3.3%�
81.7%�
100%

280 �
2,739 �
722 �
2,010 �
1,955 

2.規模別開催状況�
�

3.分野別開催状況�
�

4.開催月別開催状況�
�

0

50

100

150

200

県内会議・大会�ブロック会議・大会�

全国会議・大会�国際会議・大会�

県内会議・大会�ブロック会議・大会�全国会議・大会�国際会議・大会�

2,000人以上�1,001～2,000人�501～1,000人�301～500人�101～300人�2～100人� 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他�宗教�社交・親善�運輸・観光�

社会活動�芸術・文化・教育�産業�

医学�科学・技術・自然�政治・経済・法律�

県内�
会議・大会�

ブロック�
会議・大会�

全国�
会議・大会�

国際�
会議・大会�

0

20

40

60

80

3月�2月�1月�12月�11月�10月�9月�8月�7月�6月�5月�4月�

（件）�

（件）�

構成比�
�

参加総数(人)�
�

構成比�
�

平均参加者数(人)

直接的経済効果　約10億9千万円�

間接的経済効果　約19億9千万円�

2

1
4

6

30

0 0 0
4 5

41

2
6

3

50

2

10

3

27

1
5

8

42

12
7

48

0
4

5

35

0
3 2

45

0
2 4

55

0 0
4

60

1

16

8

62

6 5

44

6
16

156

4

20 21

144

1
7 3

66

0
8
3

52

0

19
7

76

0

1210

45

14.3%

8.3%

5.0%

6.9%

1.1%

18.0% 12.4% 27.1% 20.6%7.2%

1.1% 0.6%

5.0%
5.0%

18.3% 15.0% 15.0%

3.3% 3.3%

3.3% 3.3%

28.5%

23.6% 27.8% 24.9%

5.6% 4.2% 4.2%

1.4%

14.3% 14.3% 14.3% 42.8%

�
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当ビューローでは、平成14年度にさいたま市で開催されたブロック
規模以上のコンベンションに対してアンケート調査を行いコンベンシ
ョン開催における年間経済効果の推計を行いました。�
また、県レベルのコンベンションによる経済的波及効果（経済効果）
は相当見込めますが、今回の基礎数値は宿泊を伴うコンベンションよ
り算出しているため、ブロック規模以上の開催データにて推計してお
ります。（JCCB作成の「コンベンションによる経済効果測定ハンド
ブック」および「埼玉県産業連関表」より算出）�

直接的経済効果は、コンベンション開催に関する経費と参加者個人の
消費、すなわち主催者や参加者が直接消費する支出であり、地元地域
への売り上げ増として直接発生するものである。�

間接的経済効果とは、直接的な消費支出により新たに発生した需要に
応えるために各産業が原材料やサービスの生産活動を行うことにより
生じるもので、所得形成効果、雇用創出効果、税収増大効果などがある。�

以上のようにコンベンション開催が地域に高い経済効果をもたらして
いることがわかります。またコンベンション開催は、経済効果の他に
都市が最新情報の発信基地となることにより、都市環境の整備促進・
都市のイメージアップにつながること、また学術、教育などの面での
レベルアップをもたらすなどの社会的波及効果もあります。当ビュー
ローでは、さいたま市に多くの経済的・社会的波及効果をもたらすコ
ンベンションを1件でも多く開催できるよう積極的に誘致活動を展開
していきたいと考えております。�

平成14年度コンベンション開催実績状況調査�

平成14年度コンベンション経済効果 推計調査結果�平成14年度コンベンション経済効果 推計調査結果�

5.期間（日数）別開催状況�

直接的経済効果　約10億9千万円�直接的経済効果　約10億9千万円�

間接的経済効果　約19億9千万円�間接的経済効果　約19億9千万円�

年間経済効果総計　約30億8千万円�

4～6日間�

2～3日間�

1日のみ�

0％� 10％� 20％� 30％� 40％� 50％� 60％� 70％� 80％� 90％�100％�

県内�
会議・大会�

�

ブロック�
会議・大会�

全国�
会議・大会�

国際�
会議・大会�

57% 29% 14%

65% 32%

83% 17%

90% 9%

3%

1%

株式会社ユーディケー�
埼玉県さいたま市浦和区岸町5－7－11　 〒330－8585�
TEL.048－829－2911(代) FAX.048－829－2144�
http://www.udk.co.jp

ISO 9001・14001 認証登録�
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第2回 さいたま新都心けやきひろば 水かけまつり＆アジアンフェスタ�
タイをはじめ東南アジア各国で、豊作や無病息災を祈願して行われる水かけまつり (ソンク
ラーン祭り )を、さいたま新都心オリジナルとしてアレンジしたお祭り。水鉄砲やコップな
どで、大人から子供まで水をかけあって楽しみます。また、アジアンフードの屋台やアジア
各国の舞踊やムエタイショー、アジアンライブなど、けやきひろばはアジアのムード満点に。
夏休み最後の週末はけやきひろばでお楽しみください。 

日時：8月 30日 (土 )～ 8月 31日 (日 )
時間：11:00～ 20:00(水かけは 13:00～ 15:00)
会場：さいたま新都心けやきひろば 

水かけまつり 
アジアンマーケット (フード・ビール・ドリンク・物販販売 ) 
アジア各国民族舞踊・民族音楽のパフォーマンス 
ムエタイのデモンストレーション (予定 )
アジアングッズの当たる抽選会など 

内
　
容�

お問合わせ　株式会社さいたまアリーナ � 048-601-1122

名　　称� 開催日� 開 催 場 所 �参加者数(人) 問い合わせ先� 備　考�

2003年7月～9月�

さいたま市内で行われる会議・大会・展示会・スポーツイベントなどのご紹介です。�

第6回日米福祉学会
～精神障害者の
　　　　　地域支援～ 

7月4日 200

200

滋慶イースト本部
（加藤昌之）
03-5878-3777

関係者のみ
希望の場合お問
い合せください 

第5回埼玉老年・
　　　泌尿器科研究会 7月5日

埼玉老年・泌尿器科
研究会（七澤）
048-651-2691

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

関係者のみ 

第11回埼玉糖尿病 
　　　　教育セミナー 7月5日 埼玉会館 

 
504

埼玉県糖尿病協会
048-832-4951

（木曜日AMのみ） 

QCサークル関東支部 
　　運営事例選抜大会 
 

7月11日 埼玉会館 

埼玉会館 

1,315
QCサークル 
関東支部 

042-955-6636

一部 
一般参加可
要資料代 

第 3回おはなし 
フェスタ 2003講演会 
「物語がうまれるとき」

7月20日 プラザイースト 

プラザイースト 

100
東浦和図書館
048-875-9977

東浦和図書館
048-875-9977

一般参加可
無料(申込制)

第3回おはなし 
　フェスタ2003展示会 

7月20日 
～26日 1,000

一般参加可
無料

JR浦和駅等 JR浦和駅 
048-822-5865

JR浦和駅開業 
120周年記念イベント 

7月20日 
～28日 10,000

一般参加可
無料

さいたま 
スーパーアリーナ 

株式会社読売メディア 
センターさいたま支社

048-822-6800

彩の国高校進学フェア 
(公立・私立)

7月26日 
～27日 30,000

一般参加可
無料

第11回土木学会地球 
　　環境シンポジウム 

7月22日 
～23日 

大宮 
ソニックシティ 400

土木学会地球 
環境委員会事務局

03-3355-3559

一般参加可
一部無料

平成15年度透析療法 
　　　　従事職員研修 

7月25日 
～26日

大宮 
ソニックシティ 

大宮 
ソニックシティ 

大宮 
ソニックシティ 

大宮 
ソニックシティ 

600
第11回全国商店街 
おかみさん交流サミット 
　　　　　 inさいたま 

7月1日 実行委員会事務局 
048-657-1051

関係者のみ 大宮 
ラフォーレ清水園 

2,000
財団法人 

日本腎臓財団
03-3815-2989

一般参加可
有料(申込制)

埼玉県臨床工学技士会 
　　血液浄化セミナー 7月27日 200

埼玉医科大学 
血液浄化部
049-276-1639

埼玉県特別支援教育 
　　　　　研究協議会 8月5日 1,315

埼玉県特別支援 
教育研究会
048-663-6803

個室：6～250名様まで�

�048(647)0080

〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2�
大宮情報文化センター18階【駐車場完備】�
営業時間　11：30AM～10：00PM

各種御宴会承ります�
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大宮ソニックシティ・コンサートのご案内�

第 19回定期　期待の「新星」キンボー・イシイ＝エトウと「円熟」のピアニスト園田高弘との共演。
◆ 9月 26日 (金 )19:00開演 (S席￥5,000～ )

第 20回定期　小林研一郎と前橋汀子のゴールデンコンビで贈る名曲の花束。どなたでも楽
しめる名曲プログラム。
◆ 11月 7日 (金 )19:00開演 (S席￥5,000～ )

第 21回定期　「新世界」とオペラの名曲集。小林研一郎、佐藤美枝子によるアリア集が新春
気分を盛り上げるでしょう。
◆‘04  1月 9日 (金 )19:00開演 (S席￥5,000～ )

イ・ムジチ合奏団　イ・ムジチといえばヴィヴァルディの四季！！
　　　　　　 ◆ 10月 19日 (日 )15:00開演 (S席￥7,000～ )

今年でオープン 15周年を迎えた、オーケストラ公演の殿堂・ソニックシティホールから、
「本物のクラシック音楽」の魅力をたっぷりとお楽しみください。

お申し込み・お問い合わせ　大宮ソニックシティホール � 048-647-7722

日本フィルハーモニー交響楽団さいたま定期演奏会〈秋シリーズ〉�
�

SONIC CITY 2003 シーズンコンサート�
�

秋シリーズ3公演を同じ席種・同じ枚数で一度にお申し込みされますと各公
演とも定価の2割引きでご購入いただけます。 
また、さいたま市内在住、在勤・在学の方に各席種1,000円引きで発売中です。 

お得情報�

名　　称� 開催日� 開 催 場 所 �参加者数(人) 問い合わせ先� 備　考�

�

関係者のみ 第44回関東甲信越静 
　　　公民館研究大会

8月28日 
～29日 埼玉会館 他 

1,200 埼玉県公民館連合会
048-822-9162

一般参加可
無料

第5回日本褥瘡学会 
　　　　　　学術集会

8月29日 
～30日 

大宮 
ソニックシティ 

大宮 
ソニックシティ 

大宮 
ソニックシティ 

2,000
日本褥瘡学会 
(㈱春恒社内)
03-5291-2170

一般参加可
有料 

(入場制限あり)

平成15年度彩の国 
　　　少年の主張大会 9月6日 埼玉会館 504

青少年育成 
埼玉県民会議 
048-830-2907

�埼玉県理学療法士会 
　　　　第2回研修会 9月7日 500

埼玉県総合リハビリテーション 
センター理学療法科
048-781-2222(担当：中野)

一部 
一般参加可
有料(申込制)

一般参加可
無料(申込制)

関係者のみ

平成15年度 第29回 
埼玉県民生委員・ 
　　　　児童委員大会 

9月19日 埼玉会館 1,500
埼玉県健康福祉部 
社会福祉課
048-830-3221

関係者のみ 

三つ子の魂 
　　シンポジウム2003

9月20日 さいたま市 文化センター 
2,000

NPO法人 
にこにこKIDS 
042-966-0114

埼玉国際眼科講演会 
　　―今とこれから― 9月21日 200

埼玉医科大学 
眼科学教室
049-276-1250

一般参加可
有料

骨髄バンク登録推進 
　運動「命のつどい」　 9月23日 埼玉会館 1,000

特定非営利活動法人 
「命のつどい」
03-3393-6093

一般参加可
無料

彩の国介護予防100万人 
　　　　さいたま大会　 9月28日 埼玉会館 1,300

埼玉県健康福祉部 
長寿社会政策課
048-830-3251

一般参加可
無料

第29回全日本マーチング 
バンド・バトントワリング 
　　　　　埼玉県大会 

9月28日 さいたま スーパーアリーナ 5,000
全日本マーチングバンド・ 
バトントワリング埼玉県連盟 

048-738-7779

Convention Calendar

関係者のみ 

関係者のみ 大宮 
ソニックシティ 

全国統一研修会 
　　　　　(埼玉会場)

8月5日 さいたま市民 会館おおみや 700
関東信越税理士会 
埼玉県支部連合会

048-643-2521

第12回健康学習学会 8月23日 
～24日 500

日本ヘルス 
サイエンスセンター

03-3409-4025
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With You さいたま(埼玉県男女共同参画推進センター)　�048-601-3111　 
b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/　 
b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

席)◆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㎡)    

コミュニティプラザCORSO　�048-824-5555

URL:http://www.urawa-corso.com/　b浦和駅西口徒歩1分　◆ホール(500席)       

埼玉会館　�048-829-2471　URL:http://www.saf.or.jp/　b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17室　42.49～148.02㎡)

◆第1～3展示室(計3室　250.6～587.53㎡)        

さいたま市宇宙劇場　�048-647-0011　URL:http://www.ucyugekijo.jp/　 
b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㎡)        

さいたま市産業文化センター　�048-854-0486　b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㎡)  

さいたま市青少年宇宙科学館　�048-881-1515　URL:http://www.kagakukan.urawa.saitama.jp/ 
b浦和駅東口よりバス約15分　◆青少年ホール(300席)◆視聴覚ホール(182.47㎡)       

さいたま市地域中核施設プラザイースト　�048-875-9933　b浦和駅西口よりバス
約20分　◆ホール(車椅子席7席含む402席)◆その他の会議室(計8室　37～79㎡)

◆第1・2展示室(107～214㎡)◆多目的ルーム(341㎡)◆映像シアター(82席)        

さいたま市文化センター　�048-866-3171　b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㎡）        

さいたま市民会館うらわ　�048-822-7101　b浦和駅西口徒歩7分　 
◆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㎡)      

さいたま市民会館おおみや　�048-641-6131　b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㎡ )       

さいたまスーパーアリーナ　�048-601-1122

URL:http://www.saitama-arena.co.jp　b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㎡)    

彩の国さいたま芸術劇場　�048-858-5500　URL:http://www.saf.or.jp/　 
b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)

会議室・展示会／イベントなど多目的施設�

ホテルなどの施設（会議／展示会などにご使用の場合）�

会議・展示会場などのご案内。目的別に便利に対応。�

アウルホテル大宮　�048-650-1111　URL:http://www.owl-hotels.co.jp　 
bさ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)        

アルシェロイヤルホール　�048-648-0090 
URL:http://www.arche-royalhall.co.jp　b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㎡)
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出雲会館　�048-643-4188　URL:http://www.izumokaikan.com　b大宮駅東口徒
歩12分 ◆主要会場(出雲400㎡,スクール360席)◆その他の会場(計6室　80～200㎡)       �

浦和東武ホテル　�048-825-4711　URL:http://www.tobu.co.jp/hotel/urawa 
b浦和駅西口徒歩10分　◆主要会場(飛鳥427㎡,スクール288席)◆その他の会場(計6室　60～200㎡)        

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　b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14室　46～540㎡)       

浦和ワシントンホテル　�048-825-4001　URL:http://www.urawa-wh.com/　 
b浦和駅西口徒歩3分　◆主要会場(プリムローズ343㎡,スクール180席)        

大宮国体記念会館　�048-643-1515　b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/sunpalace 
b大宮駅東口徒歩5分 　 
◆主要会場(ソレイユ264㎡,スクール168席)◆その他の会場(計7室　36～215㎡)        

大宮ラフォーレ清水園　�048-643-1234　URL:http://www.shimizuen.co.jp　 
b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5室　63～385㎡)        

ときわ会館　�048-822-4411　URL:http://www.tokiwakaikan.or.jp　 
b浦和駅西口徒歩18分
◆主要会場(大ホール303㎡,スクール240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　 
b大宮駅東口徒歩3分 ◆主要会場(ホール85㎡,スクール32席)           

パレスホテル大宮　�048-647-3300　URL:http://www.palace-omiya.co.jp　 
b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　 
b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　b浦和駅西口車6分
◆主要会場(大会議室145㎡,スクール100席)          

ベルヴィ武蔵野　�048-265-1165　URL:http://www.alphaclub.co.jp　b南浦和駅
東口徒歩8分　◆主要会場(シャンボール394㎡)◆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/ 
b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㎡)          

HOTELメイン　�048-648-8886　b大宮駅西口徒歩1分　 
◆主要会場(会議室45㎡,小会議室17㎡)          

マロウドイン大宮　�048-645-5111　 
URL:http://www.toto-motors.co.jp/marroad/　b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　b大宮駅西口車5分　 
◆主要会場(会議室62㎡,スクール30席)

ラフレさいたま　�048-601-1111　URL:http://www.rafre.co.jp　bさいたま新都
心駅西口徒歩7分　◆主要会場(櫻417㎡,スクール230席)◆その他の会場(計7室　47～374㎡)

ＩＳＯ 1 4 0 0 1認証取得企業�
ビル総合管理のことなら�

〒330-0061　さいたま市浦和区常盤5-2-18

フリーダイヤル�
0120－873413

フリーダイヤル�
0120－538901

株式�
会社�

株式�
会社�

一般廃棄物・産業廃棄物のことなら�
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Accommodations

ホ
テ
ル
の
ご
案
内�

旅
館
の
ご
案
内�

エリアで、ご予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。�

宿泊施設名� 電話番号� 料金(百円) 部屋数(室)

宿泊施設名� 電話番号� 料金(百円) 部屋数(室)

アウルホテル大宮�

浦和東武ホテル�

浦和ロイヤルパインズホテル�

浦和ワシントンホテル�

ときわ会館�

パークプラザ大宮�

パイオランドホテル本館�

パレスホテル大宮�

ビジネスインウエスト�

ビジネスホテルグリーン�

プリムローズ有朋�

別所沼会館�

ホテルアルーサ清水園�

ホテルニュー埼玉�

HOTELメイン�

ホテルメッツ浦和�

マロウドイン大宮�

与野第一ホテル�

ラフレさいたま�

大宮国体記念会館�

三楽荘�

新道山家�

はかま田旅館�

料理旅館東山�

ビジネスホテルあさや�

三松旅館�

旅館いけだ�

048-643-1515

048-644-4411

048-641-0501

048-641-8598

048-641-2615

048-642-3517

048-644-1515

048-829-2881

18�

18�

12�

6�

13�

8�

9�

19�

�

2食付90～�
朝食付76～�

048-650-1111

048-825-4711

048-827-1111

048-825-4001

048-822-4411

048-643-5811

048-648-0010

048-647-3300

048-648-8800

048-831-2830

048-861-4122

048-861-5219

048-855-2222

048-884-2111

048-648-8886

048-826-0011

048-645-5111

048-852-6161

048-601-1111

108�

103�

196�

140�

15�

108�

122�

204�

40�

16�

5�

10�

53�

108�

54�

62�

251�

117�

187

☆ S67～77�
☆T130�
�S90～100�

D135�
�S120�

T220�
�☆S86～88�

☆T166�
�T1室2名50�

 1名65�
�
◇カプセル33�

�
☆S70～80�
☆D100�
�S90～105�

D135～180�
�
�

★S76～�
★D86～105�

�☆S57�
☆T94�
�

☆44～73�
�

T1室2名以上�
45／1名50�

�S70�
T140�
�☆S68�

☆T125�
�S75～85�

D130～150�
�☆S90�

☆T150�
�★S70～76�

★D100～110�
�★S56～58�

★D92�
�
�

★S84～87�
★T160～180

1人50�
2人以上40�

�2食付65～�
無50～�
�2食付120～150�

無70�
�

2食付65�
�

2食付120～200�
�
S57�
T95�
�2食付65～�

無50～�
�
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�

アクセス� セールスポイント �

アクセス� セールスポイント �

Ｓ＝シングル　Ｄ＝ダブル　T＝ツイン　　消費税、サービス料は別�
(☆＝サービス料込・税込　★＝サービス料込・税別　◇＝サービス料なし・税別)

東武野田線大宮公園駅徒歩3分�

東武野田線北大宮駅徒歩5分�

JR大宮駅東口車5分�

東武野田線北大宮駅徒歩7分�

東武野田線大宮公園駅徒歩12分�

東武野田線大宮公園駅徒歩7分�

東武野田線北大宮駅徒歩10分�

JR浦和駅西口徒歩5分�

大宮公園隣接。周囲には博物館、盆栽村があります。�

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。�

老舗の料理旅館。月替わりの会席料理が好評。�

氷川神社近し閑静。家庭的な雰囲気の旅館。�

美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。�

県営サッカー場、野球場、テニスコート近し。�

ビジネスやスポーツにどうぞご利用ください。�

老舗料亭旅館。宿泊、宴会、会席料理まで。�

JRさいたま新都心駅徒歩6分�

JR浦和駅西口徒歩10分�

JR浦和駅西口徒歩7分�

JR浦和駅西口徒歩3分�

JR浦和駅西口徒歩18分�

JR大宮駅東口徒歩3分�

JR大宮駅東口徒歩3分�

JR大宮駅西口徒歩3分�

JR大宮駅西口徒歩1分�

JR北浦和駅西口徒歩2分�

JR浦和駅西口徒歩18分�

JR中浦和駅東口徒歩10分�

JR北与野駅北口徒歩0分�

JR南浦和駅東口徒歩2分�

JR大宮駅西口徒歩1分�

JR浦和駅西口徒歩0分�

JR大宮駅西口徒歩3分�

JR大宮駅西口車5分�

JRさいたま新都心駅徒歩7分�

さいたまスーパーアリーナから徒歩5分、�
アクセス抜群。�

浦和駅よりアクセス便利。パーティー、宿泊に。�

ゆったりとした空間でくつろげます。�

駅からのアクセスが抜群です。�

さいたま市役所裏。研修会議、宿泊に。�

宿泊者は大浴場・サウナが無料で使えます。�

交通至便。心から落ち着ける空間。�

快適なホテルライフをお届けします。�
�
大宮駅徒歩1分。ONライナー発着場に近し。�
�
駅から近く、静か。連泊の方はランドリー無料。�
�
宴会から会議、婚礼、宿泊など幅広く使えます。�

別所沼公園内。レストランあり。�

駅の目の前。さいたまスーパーアリーナまで徒歩5分。�

駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。�

大宮ソニックシティ・さいたまスーパーアリーナへ�
便利。�

浦和駅隣接。ビジネスにも観光にも便利。朝食付。�

大宮駅に近くビジネスにも観光にも最適。�

さいたま新都心に、アクセス容易。�

さいたまスーパーアリーナから徒歩6分。�
フィットネスクラブ、天然温泉あり。�

ご婚礼　ご宴会�

大　宮�
ラフォーレ�
さいたま市大宮区東町2－204　TEL048－643－1234　www.shimizuen.co.jp
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�
さいたま市の南部は、その

昔川や沼が多く、うなぎの生息に非
常に適していました。江戸時代にこれを
調理して中山道を行き交う旅人に売ったこと
が“蒲焼き”の始まりといわれています。今でも
伝統の味を受け継いだ老舗のうなぎ屋さんが軒を
並べているのです。その昔、オウナを食べた旅人も
スタミナをつけて旅を続けたんですね！�
うなぎの栄養素・・・�
良質なタンパク質やカルシウム、
ビタミンA・Eを豊富に含み、脳
の働きを活発にするDHAも含
まれているんですよ！�

　Saitamaを略したSai を所有形にしたもので、「さいた
まの」の意と、気軽に持ち歩いていただきたいという願い
を込めて「ポケットサイズ」の意を合わせたものです。「さ
いたまの」地域情報誌として、皆様に親しまれご活用いた
だければ幸いです。�

「Sai's」vol.4 2003　平成15年7月1日　発行／社団法人さいたま観光コンベンションビューロー�

〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-1�
 大宮区役所東館２F�
�

■大 宮 観 光 案 内 所　TEL 048-644-1144�
■浦 和 観 光 案 内 所　TEL 048-824-0333�
■北浦和インフォメーションセンター　TEL 048-834-6166�
�

TEL 048-647-8338　FAX 048-647-0116�
URL：http://www.scvb.or.jp�
E-mail：scvb@scvb.or.jp

とは�
さいず�


