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ここ田島ケ原のサクラ

ソウは大正9年に国指定の天然
記念物に、昭和27年には特別天然記

念物に指定されました。サクラソウの自
生地としては国内唯一の指定地です。 
　もともとサクラソウは荒川流域に広く分布し
ていましたが、第2次世界大戦のときに行われた
食料増産のための大規模な開墾工事や1960年代以
降の高度経済成長に伴う河川敷の開発によって、ほ
とんどが消滅してしまい、このような自生地は大変
貴重なものとなっています。 
　サクラソウは昔から日本人に大変愛さ 
れてきた花です。徳川家康がこの地 
へ鷹狩りに訪れた際、その美しさ 
に惚れ込み、江戸城まで持ち 
帰ったという一説もある 
ほどです。 

 

　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。 
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〒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
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Feature-articles特　集 特　集 特　集 

　その他 
　　・下記の期間、電話による先行予約を行います。 
　　　フリーダイヤル　0120-882-603 
　　　　3月29日�～3月31日�　10:00から15:00まで 
　　・代金引換による配送販売も承ります。（3月29日から） 

　販売場所・日時：下記２箇所で４月１５日�１０：００から一斉発売 
　★大宮観光案内所　　JR大宮駅構内　　☎ 048-644-1144 
　　　4月15日�～完売まで 
　　　営業時間　9:30～18:00　年中無休 
 
　★浦和観光案内所　JR浦和駅西口駅前　☎ 048-824-0333 
　　　4月15日�～4月30日��
　　　営業時間　10:00～18:30　年中無休 

大宮 
第23回 

　2千年以上の歴史があると言われている武蔵一宮氷川神社境
内に設けられた特設舞台で繰り広げられる金春・観世・宝生流
の一流の演者の舞はまさに圧巻です。薪の炎に照らし出された
幻想的な世界を体感してください。 

　日　時：5月28日�、29日��
　　　　　17:30開演、18:30演能開始、21:30終演予定 

　会　場：武蔵一宮氷川神社境内 
　　　　　（雨天の場合は市民会館おおみや大ホールに変更になります） 
　交　通：JR大宮駅東口から徒歩15分（晴天・雨天とも） 
　鑑能券：S席7,000円、A席6,000円、B席5,000円 
　　　　　　　　　　　　　　　　（全席指定、パンフレット付き） 

　演目・演者： 

おきな ふ し みず ぬえ 

か はし けい べん も か ぎゅう 

たり しずか 

このページの詳しいお問い合わせは… 
　　　　　　　　　　　観光事業担当　�048-647-8338まで 

素　謡 

ストーリー 

期日 能 狂　言 能 

28日 
��

29日 
��

「翁」 金春流 
金春　安明 

「二人静」 金春流 
本田　光洋 

「清水」 和泉流 
野村　　萬 

「鵺」 宝生流 

 
大坪喜美雄 

「翁」 金春流 
金春　安明 

「賀茂」 観世流 

 
坂井　音重 

「蝸牛」 和泉流 

 
野村万之丞 

「橋弁慶」 金春流 
金春　安明 

「二人静」 「二人静」 「二人静」 

「鵺」 「鵺」 「鵺」 

「賀茂」 「賀茂」 「賀茂」 

「橋弁慶」 「橋弁慶」 「橋弁慶」 

　菜摘女の前に里女が現れ、吉野に帰ったら、神職に
自分の供養をするよう伝言を頼み、もし疑われるようなら
自分が菜摘女にのりうつって説明すると言い残し消え失
せる。このことを神職に告げると、先ほどの女が菜摘女に
憑依し、舞いはじめる。すると、静御前の霊が菜摘女と同
じ装束で現れ、共に舞う。 

　夜ごとに化け物が出るという州崎の御堂で一夜を明
かす僧の前に、異様な舟人が姿を現す。僧が尋ねると、
自分は頼政に退治された鵺の霊だと明かし、そのときの
ことを語り、姿を消す。僧が供養をすると鵺の霊が本来
の姿で現れ感謝し、頼政の栄光と自分の�末を語り、救
いを求め消えていく。 

　賀茂明神へ参詣に来た神職が川辺に白羽の矢が立
てられている祭壇をみつけ、その理由を女に尋ねる。昔、
女性が川上から流れてきた矢を持ち帰ると懐妊して男の
子を産み、その男の子が3歳のときに人々から父親を尋
ねられ白羽の矢を指すと、矢は別雷神となって天に昇り、
母子も神となったので、ご神体として祀られているものだ
と女は答える。 

　五条天神へ詣でに行く弁慶は、近頃五条の橋に人斬
りが出ており、多分化生の者だろうという話を聞くが、意
を決して出かけていく。橋では牛若丸が待ちかまえており、
弁慶と戦いになるが、牛若丸の秘術の前に翻弄され主
従の契りを結ぶ。 

〈解説：大宮能楽研究会　　写真提供：辻井清一郎〉 

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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Sight-seeing観　光 観　光 観　光 

さいたま市さくらスタンプラリー  2004 ばらまつり ’04

さくら草まつり ’04

　春の代名詞とも言えるたくさんの桜を見
ながら巡るスタンプラリーです。コース上
に設置してある4箇所のスタンプを集めて
ゴールするとステキな賞品が参加者全員に
贈呈されます。 

　“埼玉の自然100選”にも選ばれて
いる与野公園には約30種類2,100株
のばらがあります。フェスティバルが
開催されるこの時期は、ばらが一番咲
き誇る季節。ばらの苗木販売や様々な
展示即売会、ステージイベントなどが
行われます。 

茅の輪くぐり・植木草花市 

　半年間の無病息災を祈願する氷川神社
の茅の輪くぐりの神事に合わせて、参道
では植木・草花・野菜などを販売する市
が開かれます。 

2004大宮Bonsai大学 

　大宮盆栽組合理事長である山田登美男氏
による講義と実技の講習が行われます。 

　田島ケ原のサクラソウ自生地は昭和 27
年に国の天然記念物の指定をうけました。
自生地であるさくら草公園会場ではコンサ
ート、ヒーローショー、野点などが、市役
所会場ではさくら草の展示・実費頒布、農
産物の販売などが行われます。 

日　時 

コース 

交　通 

参加方法 

4月3日�　9:30～15:00

日　時 5月15日�、16日� 
9:00～17:00

会　場 与野公園 

交　通 JR埼京線与野本町駅西口から徒歩7分 

日　時 6月30日��
（16:00から大祓の神事） 

会　場 武蔵一宮氷川神社境内及び参道 

交　通 JR大宮駅東口から徒歩15分 

日　時 3月7日�　10：00～15：00

会　場 見沼グリーンセンター、盆栽村 

※申し込みは終了いたしました。 

交　通 JR宇都宮線土呂駅から徒歩7分 

市 役 所 会 場  市 役 所 会 場  市 役 所 会 場  

日　時 4月17日�、18日�　9:00～16:00　雨天決行 

交　通 JR浦和駅西口、北浦和駅西口から徒歩15分 

さくら草公園会場 さくら草公園会場 さくら草公園会場 

日　時 4月18日�　10:00～15:00　雨天中止 

交　通 JR浦和駅西口3番バス乗り場から、志木駅東口行き乗車、さくら草 
公園前下車。同3番乗り場から臨時バス（行き 9:00～12:00、帰 
り 11:30～15:50）も運行。 
JR武蔵野線西浦和駅から徒歩20分 

大宮区役所（スタート）：JR大宮駅東口から徒歩5分 

上記受付時間内に大宮区役所正面玄関前にお越し下さい。参加費無料。 
ただし、現地までの交通費及び飲食代等は各自負担となります。 

※雨天の場合は4日�に順延します。開催の可否が不明瞭な場合は右ページ下 
　の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。 
※スタートの受付は9:30から11:30まで、ゴールの受付は10:30から15:00 
　までになります。 

大宮 
区役所 大宮公園 

1
大宮第2 
公園 

2
盆栽 
四季の家 

3

市民の森 

4

スタート
 

スタート
 ゴールゴール 

ゴール 

このページの詳しいお問い合わせは… 
　　　　　　　　　　観光事業担当　�048-647-8338まで 4 5

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 



イベントカレンダー イベントカレンダー イベントカレンダー ぽかぽか陽気に誘われて、 
　　　　　　　たくさんのイベントに出かけよう！ 

平成16年3月～6月 

3/9～18
15日：休館 

3/27

3/28,4/29
5/23

4/17,18

4/18（雨天中止） 

4/3
（雨天の場合：4/4） 

5/16
（雨天の場合：5/23） 

さいたまスーパーアリーナ
コミュニティアリーナ

南区役所 
大里臨時グランド 

見沼グリーンセンター 
盆栽村 

常盤一二丁目（「市場通り」から 
「常盤公園」まで） 

さいたま市役所 

さくら草公園 

山丸公園

大宮図書館展示ホール 

田島氷川社 

 

園芸植物園 花卉展示温室 

さいたま新都心　けやきひろば 

 

埼玉スタジアム2002 

大宮・北区周辺 

武蔵一宮氷川神社 

 

秋葉神社 

錦乃原桜草園 

 

盆栽四季の家周辺 

大崎公園 緑の広場 

与野大国社 

鷲神社 

緑区内 

与野公園 

大宮銀座通り、一番街通り他 

 

 

武蔵一宮氷川神社境内 

 

武蔵一宮氷川神社境内・参道 

わらじまつり 

さいたまわんにゃん 
　　　　　　　　アリーナ’04

2004大宮Bonsai大学 

大宮リサイクルマーケット 

南区ふるさとふれあいフェア 

フリーマーケット 

さいたま市椿展 

さいたま元気フェスタ 
　　　　～みどりと物産観光展 

さいたま市さくら 
　　　　　　スタンプラリー2004

さくら草まつり'04

鎮花祭（はなしずめさい） 

秋葉神社春季例大祭 

田島の獅子舞

ふれあい「浦和宿・二七の市」 
～区民のつどい～ 

錦乃原桜草フェスティバル 

アジア漫画展～生きがい～ 

春の園芸まつり 

第21回大盆栽まつり 

さいたま市アグリフェスタ'04

南部領辻の獅子舞 

東浦和　駅からハイキング 

ばらまつり’04

第35回大宮フリーマーケット 

うなぎまつり 

第4回さいたま市民さつきまつり 

第23回大宮薪能 

骨董アンティークフェア 

茅の輪くぐり・植木草花市 

3/6,7

3/7

3/7,6/6

3/14

3/27,28

3/27,28

3/28

4/5～7

4/18

4月下旬 

5/3,4

5/3～5

5/4,5

5/8

5月中旬 

5/15

5/15,16

5/22

5/22,23

5/28,29

6/8,9

6/30

さいたまわんにゃんアリーナ実行委員会事務局 
�03-5250-0147

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8338

大宮リサイクルマーケット実行委員会（原田史） 
�048-663-3955

リサイクル運動市民の会　埼玉支部 
�048-834-0250

さいたま市ユーモアセンター設立準備実行委員会 
�048-829-1226

さいたま市教育委員会文化財保護課 
�048-829-1723

ふれあい「浦和宿・二七の市」実行委員会 
�090-3200-7644

南区コミュニティ課 
�048-844-7128

農業者トレーニングセンター 
�048-878-2026

（社）埼玉県観光連盟 
�048-830-3957

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8338

武蔵一宮氷川神社 
�048-641-0137

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8338

秋葉神社 
�048-624-6656

さいたま市教育委員会文化財保護課 
�048-829-1723

春の園芸まつり実行委員会 
�048-664-5915

大宮区地域経済課 
�048-646-3093

農業者トレーニングセンター 
�048-878-2026

（株）大木 
�048-852-4469

さいたま市教育委員会文化財保護課 
�048-829-1723

緑区コミュニティ課 
�048-712-1130

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8338

大宮フリーマーケット実行委員会 
�048-641-2190

浦和区地域経済課 
�048-829-6041（829-6179）�
農業者トレーニングセンター 
�048-878-2026

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8338

（有）東伽 
�090-1116-2282

（社）さいたま観光コンベンションビューロー 
�048-647-8338

世界の犬猫1,000頭が大集合。犬猫の販売・展示・ドッグ 
ファッションショー、物販などが行われます。 

盆栽の楽しみ方を講義と実技の両方で体験します（有料）。 

アジア各国の第一線で活躍する11カ国13人の漫画家が描い 
たユーモラスで風刺の効いた一枚漫画を展示します。 
郷土色豊かで素朴な中にも活気と華やかさのある獅子舞です。 
市指定無形民俗文化財に指定されています。 
浦和区内の商店会や大型店の出店、農産物などの直売、フリー 
マーケット、ステージイベントなどが行われます。 

ふるさとふれあいステージ、まちづくりシンポジウムなどの他、 
南区ウォッチングバスで区内を巡ります。 
一般家庭の不要品、手作り品、コレクター品などを売買するの 
みの市。出店の参加は完全予約制。 

埼玉・茨城県内の観光案内、物産の販売、ガーデニングの展 
示、踊りなどのステージイベント、大道芸などが行われます。 

大宮区役所から見沼グリーンセンターまでの約7kmを桜を 
見ながら巡ります。 

盗難除けと火防にご利益のある神社です。お札を求める参詣 
者で賑わいます。150店近くの露店が出店します。 

名品の特別展示、市民盆栽展、即売会などが行われ、多くの 
愛好家が集まります。 
農産物の即売、山野草の展示、商工物産の販売、子供向け遊具・ 
園芸などの相談コーナー、ステージイベントなどが行われます。 
足の神様に1年間の足の健康を祈願し、わらじ（700円で販売） 
に名前を書いてお供えをします。 
3頭の獅子が勇壮華麗に舞います。市指定無形民俗文化財に 
指定されています。 
見沼田んぼの自然や見沼通船堀などの歴史的建造物を回る 
ハイキングです。 

衣料品をはじめ、日用品や雑貨、手工芸品などの販売が行わ 
れます。雨天の場合は23日に延期になります。 
調理の実演・試食・弁当の販売・つかみ取り、市内土産品・農産 
物の販売やキャラクターショーなどが行われます。 
さつき展示会（銘木、銘花、中小品、盆養銘木、市民展示）や各 
種即売会、園芸相談などが行われます。 
金春・観世・宝生の3流派の一流の演者が鑑能者を幽玄の 
世界に誘います（有料）。 

諸事災難除けの神事である茅の輪くぐりに合せて植木・草花・ 
野菜などの市が開かれます。 

ばらの苗木即売会やステージイベントなどが行われます。 

4回目の開催になります。160店舗以上が出展します。 

錦乃原桜草保存会主催による桜草園の散策鑑賞、栽培相談と 
実費販売が行われます。 
農業経営者及び園芸愛好者が栽培技術の改善による成果を一般に 
公開し、経営発展と意欲の高揚を図るとともに即売会が開催されます。 

農作物が豊かに実り、人々が健康に過ごせるように祈る 
神事です。 

椿の切り花の展示、椿苗の実費頒布、園芸相談などが 
行われます。 

「地球にやさしく」をテーマに3月、6月、9月、12月のそれぞれ 
第1日曜日に開催されます。 

※
日
程
や
内
容
な
ど
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
問
い
合
わ
せ
先
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
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名　　　　　称 開 催 日  開 催 場 所  問 い 合 わ せ 先  備　　　　　考 

市民の森 
見沼グリーンセンター 

さいたま市役所東側駐車場・南側駐車場 

農業者トレーニングセンター 
花卉集荷施設 

さいたまスーパーアリーナ
コミュニティアリーナ 

市役所会場ではさくら草の実費頒布・盆栽展・植木市・農産物の販売などが、さく
ら草公園会場ではコンサート・ヒーローショー・野点などがそれぞれ行われます。 

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 

7

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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Art Calendarアートカレンダー アートカレンダー アートカレンダー 
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！ 平成16年3月～6月 

Informationお知らせ お知らせ お知らせ 

JACK大宮・宇宙劇場　プラネタリウム ～星空散歩～ 
その日に見える星空や天文情報を心地
よいBGMとともにご案内。 

大人600円  小人300円 （4歳以上中学生まで） 毎日18時の回 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 

埼玉県立博物館　企画展示「銀座復興絵巻」 
当館所蔵の「銀座復興絵巻」22 巻を
前後2期に分けて、全て公開する初め
ての企画。 

ヨーロッパを中心に楽天が旅先で描き、
「時事漫画」の表紙を飾った作品や最
近見つかった新資料を展示。 

一般210円  高・大学生100円 3/20～5/9

無料 3/13～5/16

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（祝日を除く）、3/26、5/6 
※中学生まで・65歳以上・障害者手帳をお持ちの方は無料 

さいたま市立漫画会館　「北沢楽天と行く漫遊ー新情報発見！」 
 

  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　親子体験教室 「田植え」 季節行事 「サナブリ」 
親子を中心に田植えを体験。また田植
え後、囲炉裏端でサナブリという行事
を行う。 

無料 5/22  10時から 開催日 料　金 

JR大宮駅東口7番バス乗り場から国際興業バス「さいたま東営業 
所」行き「三崎台」下車徒歩1分　�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　企画展「大久保ものがたりー荒川との共存」 
改修される以前の荒川と人々はどう付
き合い、どう向かい合っていたのかを、
大久保地域を中心に検証。 

無料 3/20～5/9開催日 料　金 

JR北浦和駅東口から東武バス「市立病院」行き終点下車すぐ 
�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　ポートレートの現代（仮題） 
ピカソ、ウォーホル、山本容子等計
12 人の作家による、現代のポートレ
ートの表現。 

未定 4/27～6/27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 

埼玉県立近代美術館　企画展「45歳以下の建築家45人展」 
活躍のめざましい若い世代に焦点をあて、
45歳以下の多彩な建築家の活動を紹介。 

一般800円  高・大学生640円 4/6～5/5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　企画展Ⅲ「木のからくりアート展」 
木のぬくもりや暖かさを感じられる、
からくり仕かけの作品が大集合。 

無料 1/31～3/28開催日 料　金 

JR浦和駅東口から国際興業バス「北浦和駅東口」行き「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16回企画展「烏・からす・カラス」 
八咫烏・烏天狗など、カラスにまつわ
る知られざる姿・魅力を資料を通じて
展示。 

無料 3/20～5/9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（特別展期間中は開館）、年末年始 

彩の国さいたま芸術劇場　ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー「オセロー」 
最上のシェイクスピア悲劇。 
出演：アントニー・シャー、セロー・
マーク、リサ・ディロン他 

S席9,000円　A席6,000円　学生A席4,000円 5/14　5/15開催日 料　金 

JR埼京線与野本町駅西口徒歩7分 
�048-858-5511 
休館日：臨時休館日あり 

浦和くらしの博物館民家園　見沼塾「子どもの日イベント」 
見沼の民話や昔話を聞いたり、紙芝居
を見たりする。 

無料 5/4　5/5開催日 料　金 

JR浦和駅西口から国際興業バス「東川口駅北口」行き「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！ 
ビートルズ初の2枚組アルバム「ザ・
ビートルズ」他に集録されているジョ
ンの曲を順次、紹介。 

大人1,500円　高大生1,000円　小中生500円 8/31開催日 料　金 

JRさいたま新都心駅西口徒歩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 

 

　当ビューローでは4月～6月に、会員増強キャンペーンを
実施いたします。この期間中に、新規会員をご紹介いただい
た既会員の方に「さいたま推奨土産品」の中からお好きな1
点を差し上げます。また、入会いただいた新規会員には「さ
いたま市観光絵ハガキセット」を差し上げます。さらに、こ
の広報誌をご覧になり入会された新規会員にも「さいたま市
観光絵ハガキ」を差し上げます。 

　観光案内や物産販売、ガーデニングの展示（販売）、特設ステ
ージによる音楽・踊りの公演など、楽しい催し物がたくさん
です！両日とも先着500名様に花をプレゼント！ 

　さいたま市の中小企業支援センターとして、平成16年3月
に設立します。この財団では市内の中小企業者や創業者のた
めの各種支援事業を実施するほか、相談内容に応じて各支援
機関の案内役となるワンストップ・サービスを提供します。 

　11月13日�～15日�に、市民の障害に対する理
解を深め、障害のある人の社会参加の推進に寄与
することを目的とした第4回全国障害者スポーツ大
会が、埼玉県で開催されます。本大会は、約5,500
人の選手・役員が参加する、障害者スポーツの全国
的祭典です。5月30日�に、選手選考会を兼ねたリ
ハーサル大会が下記のとおり開かれます。皆さんぜ
ひ応援に来てください。 

さいたま元気フェスタ～みどりと物産観光展 

財団法人 さいたま市産業創造財団を設立 

日　時 3月27日�、28日�　10:00～16:00
会　場 さいたま新都心　けやきひろば 

お問い合わせ：（社）埼玉県観光連盟　048-830-3957

新規会員をご紹介ください！！ 

さいたま元気フェスタ～みどりと物産観光展 

財団法人 さいたま市産業創造財団を設立 

新規会員をご紹介ください！！ 

さいたま元気フェスタ～みどりと物産観光展 

財団法人 さいたま市産業創造財団を設立 

新規会員をご紹介ください！！ 

入会に関する詳しいお問い合わせは… 
　　　　　　　　　　　　　総務担当　�048-647-8338まで 

本部：さいたま市産業文化センター4F（さいたま市中央区下落合5-4-3） 
　　　交通／JR埼京線与野本町駅東口から徒歩7分 

・リハーサル大会日程：5月30日��

お問い合わせ：さいたま市全国障害者スポーツ大会担当　�048-829-1303

・交通：さいたま新都心駅から、会場までの無料シャトルバスが運行されます。�

彩の国「まごころ大会」 
リハーサル大会が 
開催されます。 ともに感動！　ともに笑顔 

2004年 大会 

競　技　名 

アーチェリー 

バレーボール 

障害区分 

身 体 障 害  

知 的 障 害  

会　　　　　場 

埼玉県障害者交流センター（さいたま市浦和区） 

さいたま市記念総合体育館（さいたま市桜区） 
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お土産 お土産 お土産 Souvenir
　秋号に続き、「第1回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」で金賞を受賞されたお土産を紹介します。 

「ときわだんご」は土産品として定着していますが、当日
しか持たず保存料も入っていないため、遠方へのお土産に
はあわなかったそうです。そこで、「ときわだんご」以外
で何か日持ちをするものをと考えたときに、浦和から少し
足を延ばすと梅を楽しむことができる（越生の梅林）ので、
何か梅にちなんだお菓子をと思い、誕生したのが「武州梅」
です。この名前は浦和にちなんでつけられたそうです。当
初は、掛け紙がなくそのまま出していましたが、ご主人が
行かれた院展で小林五浪画伯の「白梅」がとても見事だっ
たことから、掛け紙として使わせてもらえるよう頼んだそ
うです。「お菓子と絵の両方を楽しんでいただけたら」と
語ってくださいました。 

大正元年に誕生した花見の和菓子はひとつひとつ昔ながら
の手作りで、材料も吟味し食の安全にこだわりつづけてい
ます。看板商品でもある「白鷺宝」はあんに新鮮な卵の黄
身を加え、こんがり焼き上げミルクでおおったお菓子で、
ゆっくりととろけるような口あたり、まろやかで深みのあ
る味わいに不思議と優しい気持ちになれます。他にも、小
豆のこしあんを砂糖のすりみつでコーティングしたお菓子「玉
しずく」、抹茶味のお菓子「茶ちゃ」があります。これら
全てがセットになった詰合せはお土産としても最適です。
また季節限定で紫芋あんのお菓子「夢ら咲」が新しく仲間
に加わり、彩りもよく大人気です。 

【個　　数】20個入り 
【金　　額】1,100円（税込） 
【電　　話】048-822-4166 
【住　　所】さいたま市浦和区高砂1-12-1

武州梅 武州梅 武州梅 白鷺宝・玉しずく 
　　・茶ちゃ詰合せ 
白鷺宝・玉しずく 
　　・茶ちゃ詰合せ 
白鷺宝・玉しずく 
　　・茶ちゃ詰合せ 

【個　　数】24個入（白鷺宝16ヶ・玉しずく4ヶ・茶ちゃ4ヶ） 
【金　　額】1,837円（税込） 
【電　　話】048-822-2573 
【住　　所】さいたま市浦和区高砂1-6-10

 浦和名物　ときわだんご 
（株）浦和花見 

10 11

浦和駅前（コルソ1階）電話０４８（８２２）４１６６ 

菓匠 
■ 伊勢丹新宿店 
　 ℡ 03-3351-8736

■ 本店 
　 さいたま市浦和区高砂1-6-10 
 　　　　　　℡ 048-822-2573

 　　　　　　℻ 048-833-4770

 　　　　　　� 0120-873-554

■ 伊勢丹浦和店 
　 ℡ 048-834-3157

■ そごう大宮店 
　 ℡ 048-647-1873

■ 日本橋三越本店 
　 ℡ 03-3516-8730



Conventionコンベンション コンベンション コンベンション 

カミング・コンベンション カミング・コンベンション 

土産品販売コーナーを設置します。 土産品販売コーナーを設置します。 

このページの詳しいお問い合わせは… 
　　　　　　コンベンション事業担当　�048-647-0788まで 

　来る5月27日�～29日�にかけて、第32回日本小児神経外科学
会総会が、また、6月14日�～15日�には、全国喫茶飲食業生活衛
生同業組合連合会の主催による第49回 2004全喫飲連全国大会が、
さいたま市内各所で開催されます。 
　小児神経外科学会総会は、本年も国内外から多数の参加者を迎え延
べ3日間、全喫飲連全国大会は、延べ2日間の開催で、コンベンショ
ン開催による社会・経済効果は大いに期待されるところです。当ビュ
ーローとしましても、観光パンフレットやコングレスバックの提供、
玄関駅に歓迎看板を設置するなどの受け入れ準備を進めております。
宿泊施設関係者や会場近くの飲食店の皆様をはじめ、ビューロー会員
の皆様のご協力のほどをよろしくお願いいたします。 

ホームページ版「コンベンション施設ガイド」をアップしました。 ホームページ版「コンベンション施設ガイド」をアップしました。 

さいたまわんにゃんアリーナ ’04さいたまわんにゃんアリーナ ’04

さいたま市観光ガイドマップ（改訂版） 
を発行しました。 
さいたま市観光ガイドマップ（改訂版） 
を発行しました。 

　コンベンション参加者へのサービスとして、
大会期間中、当ビューローが推奨する地元土
産品の販売コーナーを設置いたします。さい
たまが誇る逸品はいかがですか。 
※会場の都合等、条件がございますので詳し
　くは下記までお問い合わせください。 

日本で唯一のコンベンション関係展示会・ 
　　　　　　トレードショウに出展しました。 
日本で唯一のコンベンション関係展示会・ 
　　　　　　トレードショウに出展しました。 

第１３回国際ミーティング・エキスポ（IME２００３） 
昨年１２月９日・１０日（東京国際フォーラム） 

コンベンション主催者、ミーティングプランナーを招き、 
コンベンション施設見学会　現地視察ツアーを開催しました。 
コンベンション主催者、ミーティングプランナーを招き、 
コンベンション施設見学会　現地視察ツアーを開催しました。 

　会議・展示会・見本市などのさいたま市誘致を図るため、コンベン
ション施設の見学会を2月16日�に実施しました。 
　内容は、大宮ソニックシティとさいたまスーパーアリーナの視察。
途中、市内観光スポットをバスで巡り、プレ・アフターコンベンショ
ンも提案しました。 
　今後とも、今回得たお客様との繋がりをもとに積極的に誘致活動を
推進してまいります。 

　世界の犬猫1,000頭が大集合する「さいたまわんにゃんアリーナ ’04」。
今年は新たに可愛いペットモデルによる「ドッグファッションショー」
も開催され、ますます目が離せない2日間です。犬猫の展示・販売の
他、ドッグファッションショー、ふれあいコーナー、グッズ販売、ド
ッグショー＆レースなどが行われます。 

　昨年10月に発行した「さいたまコンベンション施設ガイド」が、当ビ
ューローホームページからPDFファイルでダウンロード出来るようにシス
テムアップしました。このガイドは、さいたま市の会議室、展示会場、宿
泊施設及びビューローの支援体制などをご案内しております。どうぞご
活用ください。（http://www.scvb.or.jp） 

　昨年11月にさいたま市内の観光・文化スポ
ットを紹介した「さいたま市観光ガイドマップ（改
訂版）」を発行いたしました。 
　市民の方はもちろん、観光・コンベンション
等で来訪される方にお配りしています。是非ご
活用ください。 

　当ビューローでは、大宮ソニックシティ、さいたまスーパーアリー
ナ、アウルホテル大宮、浦和ロイヤ
ルパインズホテル、パレスホテル大宮、
ジョン・レノン・ミュージアム、さい
たま市文化振興事業団の皆様のご協
力を頂き IME2003に出展しました。
来場する国内外の会議主催者、企業
インセンティブ・コンベンション担当
者に、さいたまでの開催を強力にアピ
ールし、誘致活動を行いました。 

日時： 
 
会場： 
入場： 
 
 
 
　　　　　 
　　　　事務局　�03-5250-0147

3月6日（土）、7日（日） 
10：00～17：00 
さいたまスーパーアリーナ 
【前売り券】 
大人800円、子供500円 
【当日券】 
大人1,000円、子供700円 

お問い合わせ 

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。)

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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コンベンションカレンダー コンベンションカレンダー コンベンションカレンダー 

大宮ソニックシティ・コンサートのご案内 

お申し込み・お問合わせ ソニックシティホールメンバーズ事務局 � 048-647-7722

※お得な3公演セット券も好評発売中 

指揮＆ピアノ：ウラディミール・アシュケナージ 

名　　称 開催日 開 催 場 所  参加者数(人) 問い合わせ先 備　考 

名　　称 開催日 開 催 場 所  参加者数(人) 問い合わせ先 備　考 

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。 

300
与野地区社会福祉協議会 
地域福祉講座 3/3

与野地区 
社会福祉協議会 
048-854-3724

関係者のみ さいたま市 
産業文化センター 

1,370
国体協賛コミュニティ 
講演会 3/13

さいたま市コミュニティ 
協議会（コミュニティ課内） 

048-829-1068

市内在住・ 
在勤・在学の方 

無料 

さいたま市民 
会館おおみや 

400
さいたま市男女共生 
推進課　職員研修 3/16

さいたま市男女共生 
推進課 

048-829-1231
関係者のみ さいたま市民 

会館うらわ 

300
（財）さいたま市 
産業創造財団設立式典 3/30

さいたま市 
経済政策課 
048-829-1364

関係者のみ さいたま市 
産業文化センター 

250
第1回さわやか 
相談員連絡会議 4/13

埼玉県教育局指導部 
生徒指導室長 
048-830-6908

関係者のみ さいたま市民 
会館うらわ 

1,000
国際ロータリー 
第２７７０地区地区協議会 4/22

北ガバナーエレクト 
事務所 

048-813-7770
関係者のみ 埼玉会館大ホール 

浦和東武ホテル 

200メーデー前夜祭 4/22
連合さいたま市地協 

048-822-4855
関係者のみ さいたま市民 

会館おおみや 

3,000
ライオンズクラブ 
３３０-C地区年次大会 4/25

ライオンズクラブ 
国際協会 

048-687-4700

一部関係者 
のみ 

大宮 
ソニックシティ 

1,300
JA埼玉県女性協 
創立50周年記念大会 5/11

JA埼玉県女性組織 
協議会 

048-829-3432
関係者のみ 埼玉会館大ホール 

830埼玉県公立小学校校長会 
定期総会 

5/18
埼玉県公立小学校 

校長会 
048-833-2344

関係者のみ さいたま市民 
会館おおみや 

500
第７７回日本ハンセン病 
学会総会・学術大会 

5/20
～22

埼玉医科大学総合医療 
センター皮膚科 
049-228-3652

関係者のみ 大宮 
ソニックシティ 

400
ベルマーク運動 
説明会 5/21

（財）ベルマーク 
教育助成財団 
03-3572-4937

一般参加可 さいたま市民 
会館うらわ 

100
平成16年度 
（社）埼玉県観光連盟総会 5/27 （社）埼玉県観光連盟 

048-830-3957
関係者のみ 県民健康センター 

400
第３２回日本小児神経 
外科学会総会 

5/27 
～29

学会事務局 
（埼玉県立小児医療センター） 

048-758-1811
関係者のみ 

ラフレさいたま 
ホテルブリランテ 
武蔵野 

800
埼玉県小中養護学校 
事務全体研修会 6/4

埼玉県公立小中学校 
事務職員研究協議会 

0492-22-0195
関係者のみ さいたま市民 

会館おおみや 

700
第２８回全日本川柳 
２００４年埼玉大会 6/13

埼玉大会事務局 
048-222-8084

参加費 
4,000円 埼玉会館大ホール 

2,500
第４９回２００４全喫飲連 
全国大会 6/14

埼玉県喫茶組合 
生活衛生同業組合 
048-222-2070

関係者のみ 
大宮 
ソニックシティ 
大ホール 

500
全国管工事業 
協同組合連合会 
通常総会・全国大会 

6/16
埼玉県管工事業 
協同組合連合会 
048-853-2777

関係者のみ 大宮 
ソニックシティ 

1,200
関東甲信越地区 
中学校長会総会・ 
研究協議会 

6/16 
～18

埼玉県中学校長会 
048-832-7670

関係者のみ 大宮 
ソニックシティ 

1,600
第３０回TKC関信会 
さいたま夏期大学 6/19

TKC関信会 
048-647-0145

関係者のみ 大宮 
ソニックシティ 

500
JAさいたま 
第４回通常総代会 6/20

さいたま農業協同組合 
048-666-1251

関係者のみ 
大宮 
ソニックシティ 
小ホール 

200
男女共同参画週間記念 
調査研究報告会 

第２２回さいたま定期演奏会　指揮：藤岡　幸夫　ピアノ：児玉　　桃 
3月26日（金）19：00開演（S席￥5,000～） 

第２３回さいたま定期演奏会　指揮：高関　　健　ピアノ：清水　和音 
5月21日（金）19：00開演（S席￥5,000～） 

第２４回さいたま定期演奏会　指揮：小林研一郎　ヴァイオリン：千住真理子 
7月　2日（金）19：00開演（S席￥5,000～） 

アシュケナージ＆イタリア・パドヴァ管弦楽団 
～アシュケナージ協奏曲の調べ～ 

現代屈指のピアニストと言われるアシュケナージが弾く 
ピアノ協奏曲を2曲楽しめる希有なチャンス！ 
6月20日（日）15：00開演（S席10,000～） 

6/27
With You さいたま 
048-601-3111

一般参加可 
要申込 

With You 
さいたま 

～日本フィル SONIC-CITY  さいたまシリーズ2004～ 

～SONIC-CITY2004  SEASONコンサート～ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

株式 
会社 

埼玉県公安委員会認定第110号　＜総合警備業＞ 

代表取締役　石鍋　時治 
〒336-0021埼玉県さいたま市南区別所1丁目3番18号 
TEL.048（864）3711�　FAX. 048（864）3647 
�0120－258425
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コンベンション施設 コンベンション施設 コンベンション施設 

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㎡)

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㎡)

JQA-QM8613 

21世紀のジオ・ドクター 地質調査業登録 
土壌汚染指定調査機関 

〒３３０-０８０３　さいたま市大宮区高鼻町1-108-1
TEL ０４８-６４３-１５０５（代）　FAX ０４８-６４３-６５６２ 
E-mail: mail@hattori-geo.jp

質ー第７１１号 
環２００３ー１ー４５１ 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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Accommodations宿泊施設 宿泊施設 宿泊施設 

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) アクセス セールスポイント  

宿泊施設名 電話番号 料金(百円) 部屋数(室) 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)

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

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。 
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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

048-831-2830

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 

16 

5 

10 

53 

108 

54 

62 

251 

117 

187

JRさいたま新都心駅東口徒歩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さいたま新都心駅西口徒歩7分 

☆ 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 
 
 

☆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

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。 
 
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。 

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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