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 さいたまの観光情報

花だよりコスモス、サルビア、ヒガンバナ 
紅葉スポット紹介 
埼玉B級ご当地グルメ王-豆腐ラーメン!

特集　咲いたまつり2008・日本のまつり 
The MATSURI サミット 



TOPICSTOPICS

〒338-8567　埼玉県さいたま市中央区下落合1027 
TEL : 048-833-3181(代)　FAX : 048-833-3183 
URL : http://www.yono.co.jp/  
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豊富な食材を取り揃えてお待ちしております。 

 

旅行・ハイキングに最適 
中 敷 健 康 法  

靴をはいて骨格を適正にする靴 

株式会社　延　寿 
さいたま市岩槻区南平野120-1 

TEL 048-757-1620　携帯 080-3243-1766

膝・腰の痛みが緩和される 

豆腐ラーメン　５００円 

鶏ガラスープのさっぱり味。 

麺は中太ちぢれ麺。癒し系な味。 

レストラン大手門 

さいたま市岩槻区太田3-1-1 

市民会館いわつき内 

048-758-1122　月曜定休 

駐車場（市民会館いわつき）あり 

トーフラーメン　６００円 

あっさりながらも深みのあるスープ。 

麺は中細ちぢれ麺。隠し味的なピリ辛。 

トーフラーメン幸揚 

さいたま市桜区田島1-21-18 

048-839-1559　木曜定休 

駐車場なし　※近くにコインパークあり 

　埼玉B級ご当地グルメ王とは、安くて気軽に食べられるご当地料理の味と個性を、有料試食

をした来場者の投票によって競うイベントです。本年５月に開催された第２回決定戦で、本市

代表の「豆腐ラーメン」が、煮ぼうとう（深谷市）やゼリーフライ（行田市）など並いる強敵

を激闘のすえ下し優勝しました。ぜひご賞味あれ!! 

　醤油味のスープに、豆腐と挽肉の餡かけが麺のうえにのっているラーメン。麻婆ラーメンと

は似て異なり、どちらかというとさっぱりした味。本市岩槻区では有名です。 

埼玉B級ご当地グルメ王 第2回大会優勝　「豆腐ラーメン」 
 

豆腐ラーメンとは？ 
 

埼玉B級グルメ王とは？ 
 

至大宮 

久伊豆神社 

東武
野田
線 

岩槻
駅 

さいた
ま・春

日部
線 

市民温水 
プール 

至春日部 
国道16号 

岩槻I.C.

東
北
自
動
車
道 

岩槻文化公園 

ダイエー JR
武
蔵
野
線
 

田島ゴルフ 
練習場 

コインパーク 

田島郵便局 

餘容館 

レストラン 
大手門 

（市民会館いわつき内） 

至久喜 

至川口 

西
浦
和
駅
 

新
大
宮
バ
イ
パ
ス 

トーフラーメン 
幸 楊  

大手門の豆腐ラーメン 
 

幸楊のトーフラーメン 
 



（2008年9月～11月）さいたま市内で行われる観光イベント情報です。 

　 

イベントカレンダー イベントカレンダー 

第31回 北浦和阿波おどり大会 

日　時　9/6(土)　16時30分～21時 

会　場　北浦和駅西口・ハッピーロードほか(浦和区) 

問合せ　さいたま市浦和区総務課地域商工室 

　　　　 048-829-6179

コラボさいたま2008 さいたま市商工見本市 

日　時　11/7(金)～9（日）　10時～18時（9日のみ16時まで） 

会　場　さいたまスーパーアリーナ（中央区） 

問合せ　同実行委員会 

　　　　 048-829-1364

第7回 クリーンさいたま釣りの祭典 

日　時　10/19(日)　7時～14時 

会　場　びん沼川・三本木橋～びん沼橋（西区） 

備　考　※雨天決行 

問合せ　(社)さいたま観光コンベンションビューロー 

048-647-8339 

第44回 大宮フリーマーケット 

日　時　10/19(日)　10時～16時30分 

会　場　大宮駅東口・銀座通りほか（大宮区） 

備　考　※雨天26日（日） 

問合せ　同実行委員会　 048-641-2190

与野停車場通り 第17回 大正時代まつり 

日　時　10/25(土)　10時～17時 

会　場　与野駅西口駅前通り（中央区） 

備　考　※雨天26日（日） 

問合せ　同実行委員会　 048-855-8011

さいたま新都心けやきひろばイルミネーション 

日　時　08年11/8（土）～09年2/15（日） 

　　　　17時～28時 

会　場　さいたま新都心けやきひろば（中央区） 

問合せ　㈱さいたまアリーナ　 048-601-1122

第19回コルソ骨董市 

日　時　11/13（木）・14（金）　10時～20時（14日は17時まで） 

会　場　コルソ７Fコルソホール（浦和区） 

問合せ　拓也コレクション　 048-875-5156 

　　　　当日用（石内）　 090-8846-5800

さいたま市農業祭 

日　時　11/15（土）・16（日）　9時～15時 

会　場　市民の森（北区） 

問合せ　さいたま市農業政策課 

　　　　 048-829-1378

第13回骨董アンティークフェア 

日　時　11/18（火）・19（水）　11時～17時 

会　場　さいたまスーパーアリーナ（中央区） 

問合せ　事務局（五十嵐） 

　　　　 090-8814-5101

第44回 人形供養祭 

日　時　11/3（月・祝）　10時～14時 

会　場　岩槻城址公園人形塚前（岩槻区） 

問合せ　岩槻人形協同組合 

　　　　 048-757-8881

和菓子 
イタリア料理イルクオーレ●素敵屋さん●あるぴいの銀花ギャラリー 
お菓子やさん（工房本店・高島屋大宮店）●野の花屋さん●貸しギャラリー多羅葉 

40年 

〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂4-10-15

048-861-4122 
048-861-4135

http://www.joy.co.jp/primrose/ 
E-mail:primrose@arion.ocn.ne.jp

TEL 
FAX

WINTER FANTASIA 2008 
～Fairy Forest～ 
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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（代）　FAX. 048（864）3647 

　 　 　 　 　 　 　 　 　  

株式 
会社 

0120 -258425� 

社会福祉・地域社会に貢献する関東自動車グループ 
 

〒330-0063 
 さいたま市浦和区高砂3-6-18 けやきビル2F 
  TEL：048-831-2611㈹ FAX：048-825-6620 
   http：//www.kanto-m.co.j p　 　 　　 

関東自動車株式会社 

ガ リ バ ー 旅 行  

平成興業株式会社 

機能的な立地、寛ぎの空間 

PIOLAND HOTEL
〒330-0802  さいたま市大宮区宮町1-35-2 
TEL 048-648-0010   FAX 048-648-0014 

http://www.pioland.co.jp

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 
さいたま市大宮区仲町1-119-1 パークプラザ大宮ビル 
TEL048（643）5811㈹　FAX048（643）3137  

http ://www.parkp lazahote l .net/

〒330-0853　埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2JACK大宮3F 

（大宮情報文化センター3F）　※JR大宮駅西口より徒歩3分 

なお、電話・FAX番号に変更はございません。 

（代表）　048（647）8338　FAX（代表）　048（647）0116

事務所を移転しました 

花 だ よ り 花 だ よ り 
さいたま市には、名所として多くの人が訪れる人気のスポットから、知る人

ぞ知るスポットまで、たくさんの花の見どころがあります。 

そんな花の見どころのなかから、この季節おすすめのスポットをご紹介し

ますので、訪ねてみてはいかがでしょうか？ 
　●　大宮花の丘農林公苑 
　苑内のお花畑では四季折々の花が楽しめます。また、毎水・土・日曜日

及び祝日には、花の食品館において近くで収穫された新鮮な農産物や季

節の花を直売しています。 
　■　所 在 地　さいたま市西区西新井124 
　■　アクセス　JR高崎線「上尾駅」西口より循環バス「ぐるっとくん」大谷

循環「花の丘公園」下車すぐ又はJR高崎線「宮原駅」西口

よりバス花の丘行「終点」下車（土曜・休日のみ運行） 
　■　開苑時間　4月～9月／7時30分～19時、10月～3月／8時～18時 
　■　駐 車 場　有り 
　■　問 合 せ　 048-622-5781（管理事務所） 

バラ（見頃9月下旬～10月上旬） 

　●　与野公園 
　明治10年に開設された約51,000㎡の緑の公園です。埼玉自然100選

にも選ばれている与野公園は、桜とバラの名所として有名です。染井吉

野の桜や47種約数2700株のバラが咲き乱れます。 
　■　所 在 地　さいたま市中央区本町西1 
　■　アクセス　JR埼京線「与野本町駅」から徒歩7分 
　■　問 合 せ　 048-852-2518（さいたま市公園緑地協会・南部管理事務所） 

サルビア（見頃9月～10月）・コスモス（見頃10月） 

別所沼公園 

さいたま市内のコスモスまつり 

岩槻区南下新井地区（コスモスの散歩道） 10/18(土)・19(日) 

西区植水地区（加茂川団地東側） 10/25(土)・２６(日) 

北区大砂土地区（市営大宮球場） 10/25(土)※雨天26日(日) 

見沼区膝子地区（東楽園南側） 10/25(土)※雨天26日(日) 

見沼区中川地区（中川分水通り寺前住宅南側） 10/26日(日) 

見沼区大谷地区（環境整備センター南側） 11/2日(日)※雨天3日(祝) 

岩槻区鹿室地区（貝塚団地北側） 11/2日(日) 

 

コスモスの摘み取り（有料）、地元野菜の直売、各種模擬店などが出店します！ 
　■　問 合 せ　 048-829-1378（さいたま市農業政策課） 

ヒガンバナ（見頃9月～10月） 

　●　緑のヘルシーロード・締切橋～樋口橋 
　見沼代用水東縁沿いには、緑のヘルシーロードと呼ばれる自転車・歩行

者専用道路が整備されています。このヘルシーロードの見沼区加田屋の

土手沿いに咲いています。 
　■　所 在 地　さいたま市見沼区加田屋 
　■　アクセス　JR「大宮駅」東口７番バス乗場から、「浦和学院高校行」 

「さいたま東営業所行」などに乗車し、「締切橋」バス停で

下車。見沼代用水東縁がすぐ横にあるので、用水の西側

に沿って北へ歩けばすぐヘルシーロード 
　■　駐 車 場　無し 

紅 葉 ス ポ ッ ト 紅 葉 ス ポ ッ ト 
さいたま市内にも紅葉が楽し
める場所が色々あります。 
遠出しなくても身近な所に素
敵な秋が感じられますよ。 

水面に映える紅葉が美しいです。 
　■　交通 

JR「浦和駅」西口より徒歩20分また

はJR埼京線「中浦和駅」より徒歩5分 

 

 

春の桜が有名ですが、落ち葉を踏みし

めての散歩もおすすめ。 
　■　交通 

JR「大宮駅」東口より徒歩20分または東

武野田線「大宮公園駅」より徒歩10分 

 

大宮盆栽村 

秋は山もみじなどの落葉・雑木盆栽が

必見です。 
　■　交通 

東武野田線「大宮公園駅」より徒歩5分 

 

 

武蔵一宮氷川神社 

神池のもみじは幻想的です。 
　■　交通 

JR「大宮駅」東口より徒歩20分または東

武野田線「大宮公園駅」より徒歩15分 

 

 

円蔵院 

推定樹齢400年の大イチョウがあります。 
　■　交通 

JR「大宮駅」東口6番バス「中川循環」

乗車「円蔵院下」下車徒歩1分 

 

 

氷川参道・平成ひろば 大宮公園 

旧中山道から氷川神社まで続く役2km

の並木道。 
　■　交通 

JR「さいたま新都心駅」東口から徒歩6

分またはJR「大宮駅」東口から徒歩10分 

さいたま新都心けやきひろば 

光のイマージュと落ち葉のコラボレー

ションが秋を演出してくれます。 
　■　交通 

J R「さいたま新都心駅」西口から徒

歩1分 

 

　本年で６回目を迎える“咲いたまつり”と“日本のまつり”を同時開催 !! 

　「咲いたまつり」は、様々な市民参加型のイベントと市内各区からのドラゴ

ンフロートを中心としたイルミネーションパレードが必見の市民まつりです。 

　「日本のまつり」は、年１回、国内・海外の地域伝統芸能が一堂に集まって

競演する全国規模のイベントです。期間中には、出演団体の地元紹介コーナー

やさいたま市の友好都市など各地の観光物産展も開催されます。 

　■　日時 

平成20年10月11日(土)・12日(日) 

10時～19時30分（11日は16時まで） 

※両日とも雨天決行。ただし、フリーマーケット等、一部の内容

は中止。 

　■　会場 

さいたまスーパーアリーナ・さいたま新都心駅西口周辺 

①THE登竜門 
～タケカワユキヒデプロデュース～ 

11日(土)11時～16時 

「夢かなうまち」をコンセプトに、市の歌を歌うユニットオーディションとス

トリートミュージシャンによるパフォーマンスをコンテスト形式で披露します。 

　●　ストぱふぉライブ 

ストリートミュージシャンによるライブ。約10組のミュージシャンがそ

れぞれの持ち歌を披露、タケカワユキヒデ氏他審査員の審査、来

場者の投票により、グランプリを決定します。 

　●　夢KANAユニットオーディション 

さいたま市の歌「希望（ゆめ）のまち」を歌うユニットのオーディション。

作曲者・タケカワユキヒデ氏による新バージョンを歌う2～5名のユニッ

トを募集、厳正なる審査を経てグランプリを決定します。 

大砂土地区大砂土地区  大谷地区大谷地区  

12日(日)11時～16時 

　咲いたまつりのメインイベントである「The MATSURIサミット」が、今年は「日本

のまつり」としてパワーアップ！全国の主要なお祭りに加えて、今年は台湾・韓国か

らもお祭りが「さいたまスーパーアリーナ」に大集合します。 

◎秋田竿燈まつり（秋田県秋田市） 

◎黒丸踊（長崎県大村市） 

◎五箇山麦屋・こきりこ祭り（富山県南砺市） 

◎桐生八木節まつり（群馬県桐生市） 

◎中村瑞希【奄美島唄】（鹿児島県奄美市） 

◎綾子舞（新潟県柏崎市） 

◎因幡の傘踊り（鳥取県鳥取市） 

◎おわら風の盆（富山県富山市） 

◎大蛇山（福岡県大牟田市） 

◎大したもん蛇まつり（新潟県関川村） 

◎石見神楽（島根県益田市） 

◎盛岡さんさ踊り（岩手県盛岡市） 

◎田沢湖龍神祭（秋田県仙北市） 

◎阿波踊り（徳島県徳島市） 

◎よさこい鳴子おどり（高知県高知市） 

◎台湾の伝統芸能団体 

◎韓国の伝統芸能団体 

◎さいたま市内のまつりの競演 
※メインアリーナでの観覧には入場券（無料）が必要です。 

⑨子どもの絵画展 
今年の市内の出来事をテーマに、市内小学

生が描いた絵を展示します。 

11日(土)・12日(日)　10時～19時30分 

 

⑩観光物産展 
さいたま市の友好都市や日本のまつり・The 

MATSURIサミット参加団体各地の観光物産

展です。 

11日(土)10時～16時　12日(日)10時～17時 

 

⑪さいたま市伝統産業紹介コーナー 
さいたま市の伝統産業であるうなぎ・盆栽・

人形などを紹介します。 

11日(土)10時～16時　12日(日)10時～17時 

 
⑫フリーマーケット 
思わぬ掘り出し物が見つかるかも!? 

約100店出店予定。 

11日(土)10時～16時　12日(日)10時～16時 

 
⑬飲食物販及びインターナショナル屋台 
飲食・物販の模擬店、世界各国の珍しい料

理の屋台が出店します。 

11日(土)10時～16時 

12日(日)10時～19時30分 

 

⑭和太鼓等 
和太鼓などのパフォーマンスを会場内の随

所でゲリラ的に実施します。 

11日(土)・12日(日)各所 

⑤イルミネーションパレード 
12日(日)16時30分～19時30分 

夕闇の中、イルミネーション輝く「ドラゴンフロート」と

ともに光グッズを身に付けた10区区民や世界最大

の120m「昇天竜」をはじめ、日本のまつり・The  

MATSURIサミット参加団体などが新都心の街をパレー

ドします。 

⑦JAZZの祭典 
12日(日) 

13時～19時30分 

大人が楽しめる本格

的なジャズライブです。 

⑧モーガンスポーツカー展示・試乗コーナー 

12日(日) 

13時～15時 

イルミネーションパレー

ドにも参加する伝説

の名車モーガンに試

乗できます！ 

⑥YEGふれあいフェスタ 2008 
12日(日)12時～16時 

　●　「で･あ･い」イベント 

子どもから大人まで参加して楽し

める体験型の「サイエンスショー」

や有名スポーツ選手とのふれあ

いなど様々な市民参加型体験イ

ベントを開催します。 

　●　「さいたま小町」選考会 

市内商工業のイメージアップを図

り、産業の活性化に寄与するため、

本市の産業観光における特色や

魅力を市内外において広くPRす

る「さいたま小町」を決定します。 

②市民ステージ 
11日(土)10時～16時 

市民による様々な演奏、パフォーマンス等

を披露します。 

③“さいたま”あんとれすくーる 
11日(土)10時30分～13時 

子どもの起業家教育の一環として、子ど

もたちが販売体験をします。 

11日(土) 
開催の 

イベント
 

12日(日) 
開催の 

イベント
 

11日(土)・ 

12日(日)開催
 

のイベント
 

withwithwith

大砂土地区 大谷地区 

へ行こう
!

へ行こう
!

出演 
団体 
出演 
団体 

　10月12日(日)のメインアリーナでの観覧には入場券が必要

ですが、入場券を入手できなかった方もコミュニティアリーナで

日本のまつり出演団体（一部）の公演をご覧いただけます。 

　また、11日(土)に大宮駅コンコース西口イベントスペース及

び浦和駅東口駅前市民広場（コムナーレ前）にてプレ公演も行

いますので、是非ご覧ください。 

　●　プレ公演 

　10/11(土)15時～17時30分 

　（※時間は変更になる場合があります。） 

　●　会場　 

　大宮駅コンコース西口イベントスペース 

　浦和駅東口駅前市民広場（コムナーレ前） 

問合せ さいたま市民まつり実行委員会事務局（さいたま市経済局観光政策室内） 
048-829-1365　FAX : 048-829-1944

※各イベント会場は変更になる場合があります 

④ 



ミュージアム PICK UPミュージアム PICK UP

048-601-0009 http://www.taisei.co.jp/museum

ミュージアムは、パートナーであったオノ・ヨーコの正式な許諾を受けた、世界で初めて 
の公認ミュージアムです。このミュージアムは、彼の生涯や、作品を21世紀に正しく伝えた
いという願いから、オノ・ヨーコ秘蔵のゆかりの品約130点を展示した9つのゾーンならび
にミュージアム・シアターと、メッセージ空間で構成しています。また、ジョンのスピリットに
共感した余韻に浸れる場としてのミュージアム・ラウンジも設けられています。 

料金　大人1,300円、高大生800円、小中生無料（12月28日までの特別料金） 
JRさいたま新都心駅徒歩3分、北与野駅徒歩7分 
TEL：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 

ジョン・レノン・ミュージアム 

埼 玉 教 育 会 館  
〒330-0063 
さいたま市浦和区高砂3-12-24 
TEL 048－832－2551　FAX 048－832－2401 
JR浦和駅西口徒歩10分 

各種会議室を用意・視聴覚機器完備 

　重要有形民俗文化財は、風俗習慣・民俗芸能・民俗技術等に関わる有形の民俗

文化財のうち、特に重要なものを国が指定するもので、わが国の生活文化の歴史

的変遷や地域的特色などを理解する上で極めて貴重な文化遺産といえます。 

　本特別展では東日本を中心に、特色ある重要有形民俗文化財コレクションを一

堂に会して展観いただくとともに、それらの価値にいちはやく着目し、コレクショ

ンの蒐集に尽力した先覚者の事績をあわせて紹介します。 

(1)特別展リレートーク 

　第1回　10月19日(日)  

　　小林　茂　氏（埼玉民俗の会会長） 

　　神宮善彦　氏（群馬県立歴史博物館専門員学芸員） 

　　大森土子　氏（東京家政大学博物館専門主査） 

　第2回　10月26日(日) 

　　宮本瑞夫　氏（宮本記念財団理事長） 

　　藤塚悦司　氏（大田区立郷土博物館学芸員） 

　　篠崎茂雄　氏（栃木県立博物館主任研究員）　 

　時間：各回とも13:30～15:30 

　定員：各回とも100名（電話受付先着順） 

　受付：第1回は9/19、第2回は9/26の午前9時から電話受付 

　　※観覧料がかかります 

(2)民俗工芸実演「竹細工」 

　日時：11月16日(日)　13:30～15:00 

　実演講師　川渕宗一　氏（小川町） 

　　　　　　持田信三　氏（小川町） 

　定員：100名（当日先着順） 

　　※観覧無料 

山袴コレクション（東京都・宮本記念財団蔵） 

荒川の漁労用具・秩父の山村生活用具（埼玉県・個人蔵） 

白山麓西谷の人生儀礼用具（石川県・小松市立博物館蔵） 

裁縫雛形コレクション（東京都・東京家政大学博物館蔵） 

木製酒器コレクション・庄内のばんどりコレクション（山形県・致道博物館蔵） 

大森及び周辺地域の海苔生産用具（東京都・大田区立郷土博物館蔵） 

野州麻の生産用具（栃木県・栃木県立博物館蔵） 

秩父祭屋台芸座（埼玉県・中町屋台保存会蔵） 

小正月のツクリモノ（群馬県・群馬県立歴史博物館蔵） 

七夕人形コレクション・民間信仰資料コレクション（長野県・松本市立博物館蔵） 

埼玉県立歴史と民俗の博物館 
　●　さいたま市大宮区高鼻町4-219　　●　http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/ 

　●　 048-645-8171　　●　JR大宮駅から東武野田線大宮公園駅下車徒歩5分 

平成20年10月7日(火)～11月24日(月) 

10月20・27日、11月10・17日 

9:00から16:30まで（観覧受付は16:00まで） 

一般　600円、高校・大学生　300円 

中学生まで、65歳以上の方、障害者手帳等をお持ちの方は無料 

毎回おすすめの展示会情報をご紹介。 

第2弾は『埼玉県立歴史と民俗の博物館』をご紹介します。 

 

展示概要 主な展示資料 

会　　期 

休 館 日  

開館時間 

観 覧 料  

関連事業 

庄内のばんどり 人生儀礼用具を収集した 
故伊藤常次郎氏 

七夕人形 

小正月のツクリモノ 荒川の漁撈用具 

埼玉県立歴史と民俗の博物館 
特別展「名もなき至宝―うけつがれし重要有形民俗文化財」 

 
 



エリアで、御予算で、いろいろ選べる市内の宿泊施設のご案内です。 

Ｓ＝シングル　Ｄ＝ダブル　Ｔ＝ツイン　／　サービス料込（又は無）・消費税込　／　※サービス料別 

アウルホテル大宮 

浦和ロイヤルパインズホテル 

浦和ワシントンホテル 

大宮大成鉄道村 

東横インさいたま新都心 

ときわ会館 

パークプラザ大宮 

パイオランドホテル 

パレスホテル大宮 

ビジネスホテルグリーン 

ビジネスホテル豊泉閣 

プラザホテル浦和 

プリムローズ有朋 

別所沼会館 

ホテルニュー埼玉 

ホテルブリランテ武蔵野 

ホテルミウラ 

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 

さいたまスーパーアリーナから徒歩5分、アクセス抜群。大宮駅東口より無料送迎あり。 

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。 

鉄道博物館至近。飲食、温浴、宿泊の各施設が融合した施設です。 

さいたま新都心駅から2分。ビジネスや観光に便利で気軽に泊まれるホテル。 

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。 

駅から近く、静かな空間で庭の花々が心を癒してくれます。1名、家族、小団体様可。 

ボウリング場隣接。 

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。 

駅から近く、ビジネスにも観光にも便利。 

あなただけの快適なプライベートタイムをお約束いたします。 

城下町にふさわしい創業二百年。会席料理「鮒又」の宿泊施設。ご宴会もどうぞ。 

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。 

048-650-1111 

048-827-1111 

048-825-4001 

048-665-4126 

048-657-1045 

048-822-4411 

048-643-5811 

048-648-0010 

048-647-3300 

048-831-2830 

048-882-4633 

048-863-5111 

048-861-4122 

048-861-5219 

048-884-2111 

048-601-5555 

048-758-0035 

048-648-8886 

048-826-0011 

048-645-5111 

048-852-6161 

048-601-1111

S6,700～　T13,000 

S17,000　D/T30,000 

S8,600～　T16,600 

S6,000～　T10,000～ 

S6,510～　D/T9,030 

1人4,980～ 

カプセル3,465　ビジネス4,935～ 

S7,000～　D10,000 

S11,025※　T18,900※ 

S5,700　T9,400 

1室2名以上1人5,300　1室1名6,000 

S6,700～6,900　T11,970～ 

和室5,082～7,276 

1室2名以上1人5,197　1室１名5,775 

S6,800～　T12,500 

S8,085～　T15,015～ 

S5,800　T9,000 

S7,875～　D/T13,650～ 

S8,800～　T15,000 

S7,560～　T10,500～ 

S6,200～　T12,000～ 

S7,600～　T14,400～ 

108 

196 

140 

36 

227 

15 

132 

122 

204 

16 

12 

115 

5 

10 

108 

65 

10 

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7分 

JR浦和駅西口徒歩3分 

ニューシャトル鉄道博物館駅徒歩10分 

JRさいたま新都心駅東口徒歩2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浦和駅東口徒歩3分 

JR中浦和駅東口徒歩1分 

JR浦和駅西口徒歩18分 

JR中浦和駅東口徒歩10分 

JR南浦和駅東口徒歩2分 

JRさいたま新都心駅西口徒歩5分 

東武野田線岩槻駅徒歩5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 

大宮国体記念会館 

三楽荘 

新道山家 

割烹旅館東山 

ビジネスホテルあさや 

ホテル一松 

三松旅館 

旅館いけだ 

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。 

美と味の粋を極めた本格的な懐石料理の宿。 

 

一名様からご家族、団体まで。当日予約も可能ですのでビジネスにおすすめ。 

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。 

048-643-1515 

048-644-4411 

048-641-0501 

048-641-2615 

048-642-3517 

048-798-2359 

048-644-1515 

048-829-2881

1人4,500　2名以上1人3,500 

2食付6,825　食無5,250 

2食付12,600～　食無7,350～ 

2食付11,760～ 

団体長期2食付6,800～ 

S2食付6,000 

2食付6,825～　食無5,250～ 

2食付9,450～　朝食付8,400

18 

18 

12 

7 

8 

10 

8 

19

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 

JR大宮駅東口車8分 

東武野田線大宮公園駅徒歩7分 

東武野田線岩槻駅徒歩10分 

JR大宮駅東口徒歩10分 

JR浦和駅西口徒歩5分 

宿泊施設名 

ホ

テ

ル

 

旅

館

 

電話番号 料金（円） 部屋数 アクセス セールスポイント 

宿泊施設 宿泊施設 

大宮公園に隣接し、大宮盆栽村・氷川神社は散歩コースです。 
周囲にはサッカー場・野球場・テニスコートがあります。 
 

大宮駅西口で一番近いホテル 
さいたま新都心駅より歩行者専用デッキで５分  

　宿泊・宴会・婚礼・レストランと様々な場面でご利用ください。  

　スタッフの笑顔のおもてなしが、  

　　　　　　　　　　素敵な時間とくつろぎをお約束いたします。 

さいたま市中央区新都心2-2　Tel 048-601-5555(代)   
　http://www.hotel-brillante.com



「さいたまの」という意と、気軽に持ち歩いていただきたいという気持ちを込めて「ポケットサイズ」の意を
合わせたものです。「さいたまの」観光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.21 2008 平成20年9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 

とは？ 

さいず 

 

さいたまめ知識 さいたまのとっておき情報をお届けします。 
これであなたもさいたま通！ 

さいたま観光大使『浦和うなこちゃん』 
　江戸時代からの伝統の味「浦和のうなぎ」を広くPRするために誕生したマスコット『浦和うなこちゃん』。

生みの親はアンパンマンの漫画家として知られるやなせたかしさんです。今回は『浦和うなこちゃん』の

秘密に迫ってみたいと思います。 

す　み　か：埼玉県さいたま市にある川や沼 

どこで会える？：うなぎまつり（毎年5月第4土曜日） 

好　　　物：うな重、きも焼き、きも吸い、うな丼、ひつまぶしなど 

好きなこと：水泳とおまつり 

　浦和駅西口改札前にある石像の『浦和うなこちゃん』はイベントごとに持っ

ているうちわが変わります。ぜひチェックしてみてください。石像近くの観光案内

所では『浦和うなこちゃん』のイラストが入った千社札も作れますよ！この度さ

いたま観光大使に任命された『浦和うなこちゃん』。さいたまの愛らしい顔として

これからも活躍してもらいたいですね。 

　やなせたかしさんが作詞を手がけた『うなぎ小唄』のCD、可愛い浦和うなこちゃ

んのイラスト入り湯のみ茶碗、小皿を抽選でそれぞれ1名様にプレゼント致しま

す。官製はがきに住所、氏名、電話番号、浦和うなこちゃんへのメッセージを添え

て下記の宛先にお送りください。発表は発送をもってかえさせていただきます。 

〒330-0853　さいたま市大宮区錦町682-2　JACK大宮3F 

（社）さいたま観光コンベンションビューロー内　浦和うなこちゃんプレゼント係 浦和うなこちゃん石像 
（浦和駅西口改札前） 

 

○やなせたかし c

千社札 

プレゼント 


