冬をたっぷり楽しめる、さいたま市の魅力をガッチリご紹介!
Take Free!

冬号
2011 〜 2012

さいたまの観光情報 さいず

デパート・SCで
パン&スイーツを
食べくらべ

撮影協力／ 割烹 千代田

ホテル・スケートセンター・ネコカフェ etc.

さいたま市の
冬はポッカポカ!

お近くなの de足を 運 ぼ う

川越亀屋
亀どら つぶあん／￥158

武蔵一宮氷川神社

s学業成就のお守り￥600。氷川神社の八
雲の神紋が描かれている。受験生は必須
iさいたま市大宮区高鼻町1-407
1048•641•0137 65：30〜17：30
（12/31㊏6：00〜12年1/1㊗20：30閉門、
1/2㊗6：00〜19：30、1/3㊌6：00〜18：30、
1/4㊍6：00〜18：00、1/5㊎〜7㊐6：00〜17：30） dなし
Pあり
（無料）
※3が日はなし eJ大宮駅東口より徒歩15分

そごうとタカシマヤは老舗デ
パートらしく、和洋バランス
よくショッピングOK♪

浦和ロイヤルパインズホテル
エクレア プラリネ
（上）
エクレア チョコ
（下）／各￥301

ドンク
ほうれん草とレッドチェダー／￥189
sチーズのカリカリ食感が楽しい、
レッドチェダーの香りが食欲をそそ
る。たくさん入ったホウレン草が栄
養たっぷりで、朝ご飯に食べたい

fしっかりとした生地と、ふわふ
わなクリームが絶妙なハーモニー。
甘さ控えめなので食べやすい

そごう大宮店
食事の材料から手土産まで
そろう文句なしのデパ地下

fフランスのマシュマロ。味はフランボワー
ズ、パッション、マンゴー、ライム、青りん
ごの全5種。プレゼントにもってこい！

アルピーノおかしやさん
ルージュ／￥420

iさいたま市大宮区桜木町1-6-2
1048•646•2111 610：00〜20：00
※年 末 年 始の6は事前に問い合わせ
d1/1㊗ P734台
（最初の60分まで￥400）
eJ大宮駅西口より徒歩 2 分
3www2.sogo-gogo.com
※紹介店舗はすべてB1

大宮タカシマヤ

sマスカルポーネチーズを使った濃厚なチー
ズケーキに、フランボワーズのソースがアク
セント。3年前に登場して不動の人気を誇る

地元銘菓の名店をはじめ
イートイン店舗も充実

高級デパートのパンと

サンジェルマン
エクセルミックスサンド／￥525

けやきひろば
イルミネーション
テーマは
「星に願いを！」
電飾減で省エネ対策も
11/12㊏〜 12年1/15㊐まで毎
年恒例のイルミネーションを実
施。点灯時間は17：00 〜 23：00。
12/23㊗〜 25㊐にはクリスマス
コンサートも開催される。

ゴディバ
トリュフアソートメント
（ 9 粒入り）／￥3360
dいろいろな食感と
味が楽しめる、トリュ
フのセット。6粒、
12粒、
16粒入りも。プレゼン
トにもイチオシ！

3

こちらもチェック!

dモチモチだけど歯切れがよ
い、食べやすい食感の白玉は、
甘すぎず上品な味わい。あん
この団子はヨモギ味もグッド

アルピーノおかしやさん
氷川の杜ロール／￥1050

ときわだんご
芋ようかん／￥160

d県産の米粉、寄居町の卵、秩父のハチ
ミツと埼玉の食材にこだわった地産地消
アイテム。1日8本限定販売

dまるでサツマイモを
そのまま食べているよ
うな濃厚さ。日本茶と
相性バツグンで、ホッ
とひと息つきたい時に

さいたま新都心エリア

洋菓子･パーラー セキモト
うさぎサブレー／各￥68
g調神社の狛うさぎがモチ
ーフ。軽い食感で食べやすい
素朴な味。プレーン、ココア
の全2種。箱入りのギフトも

ゴディバ
ゴールドコレクション
（ 8 粒入り）／￥2100
g上質で洗練されたチョコレー
トをバラエティ豊かに詰め合わ
せ。プレゼントやちょっとした
手土産としてもお手ごろ価格

浦和コルソ
さいたま市では老舗の
菓子店が集まる空間
昔ながらのさいたま市の菓子店が集
結。浦和名物
＂ときわだんご＂
や、老
舗洋菓子セキモトなど、地元の人に
愛されているお店が並んでいる。
iさいたま市浦和区高砂1-12-1 1048•
824•5555 610：00〜20：00（12/31 ㊏ は
〜19：00） d1/1㊗ P167台（最初の60
分まで￥400） eJ浦和駅西口より徒歩
1 分 3 www.urawa-corso.com/index.
html ※ときわだんご1F、セキモトB1

洋菓子･パーラー
セキモト
メモリー／各￥136

さいたま新都心駅東口すぐ。
コクーン新都心ではショッピング、
帰りにイルミもチェック！

d上質のカステラに
マロンクリームをサ
ンドし、ホワイトチ
ョコをコーティング。
レーズンをサンドし
たものと、ミルクチ
ョコ味も。全3種

コクーン新都心
買い物にシネマに！
生活に役立つ大型モール
約100店のテナントが入った大型シ
ョッピングモール。カルディコーヒ
ーファームやルピシア、ミスタード
ーナツ、銀だこなどグルメも充実。

fケヤキ150本を光が彩る。身近な
人や被災地へ思いをはせてみて

ときわだんご
ときわだんご／￥420

iさいたま市大宮区吉敷町4-267-2 1048•
601•5050（代） 610：00〜21：00（レス
トラン11：00〜23：00、一部店舗によっ
て異なる） dなし P1000台（￥200/
30分）eJさいたま新都心駅東口すぐ
3www.cocoonweb.jp/

ecute大宮
（1048･648･8910（代）eJ大宮駅中央改札
（南）
・南改札内 3www.ecute.jp/omiya/）
では
「アナナス・ラ・パナデリーア」
のヨーロッパ直輸入のパ
ンが密かなブーム。LUMINE大宮
（1048･645･1411（代）eJ大宮駅直結 3www.lumine.ne.jp/omiya/）
では
「
（萬）
ハレノヒ」
の、凹カステラが人気の手土産に

ショッピングセンター

お近くなの de
足を運ぼ う

fグリュイエルエールなど3種のチーズ
入りのフロマージュは定番。紫イモのペ
ーストがほんのり甘いカンパーニュも◎

dサクサクの口当た
りでデニッシュが人気。
カスタードとデニッシ
ュとの相性がよく、ス
イーツのようなパン

s薄めの生地でカリカリに焼き上げられた
ピザ。シメジ、エリンギ、マイタケを使用し
ていて、それぞれの食感が楽しい一品

さいたま市の主なターミナル
駅。その最寄デパートと
SCから注目パンとスイーツを
チョイス。目指せ全店制覇！

f職人がひとつずつ手作りした、素材のよさを前
面に出したチョコレート&焼き菓子が中心。大宮
店に11年夏に新規オープンしたブランドだ

iさいたま市浦和区高砂1-15-1 1048•
834•1111 610：00 〜 20：00（12/31㊏は
食料品9：00 〜 19：00、他各階10：00 〜
18：00） d1/1㊗ P167台（最初の60分
まで￥400） eJ浦和駅西口より徒歩 1
分 3 www.isetan.co.jp/ ※紹介店舗は
すべてB1

アンデルセン
カスタードクリーム
デニッシュ／￥158

アンデルセン
ピザ
（ 3 種のきのこ＆ハム）／￥242

iさいたま市大宮区大門町1-32 1048•
643•1111 610：00 〜 19：00、㊎㊏〜19：
30（12/31㊏は〜 19：00） d1/1㊗ P特
約駐車場 4 か所あり eJ大宮駅東口よ
り 徒 歩 1 分 3 www.takashimaya.co.jp/
omiya/ ※紹介店舗はすべてB1

パン･オ･フロマージュ
（右）／￥473、
カンパーニュ･ラ･
パタート･ドゥース／￥420

はしっとり。軽くト
ーストするとさらに
おいしく食べられる

fオリジナル食パンを使用。もちも
ちのパンと野菜の相性が◎。サンド
イッチの種類が豊富で、常時約10
種以上が並ぶ、人気の定番シリーズ

B1「ごちそう館 ぐるめ市場」には、
和菓子&洋菓子の名店に加え、惣菜
コーナーも多彩。さらに全館に喫茶
店が4店舗、
レストランは3店舗ある。

FAUCHON

伊勢丹 浦和店
スイーツで贅沢気分♪
サンジェルマン
ミルフィ アルデンヌ 洋菓子店が大充実！ 浦和ロイヤルパ
／￥221
インズホテルのパティスリーも入店
d発酵バターを使
し、ホテルのスイーツがデパ地下で
用した定番人気商品。
手に入る。オシャレな手土産に。
表面はパリパリ、中

洋菓子や洋惣菜のヨーロピアングル
メと、和菓子・和惣菜が充実してい
るデパ地下。川越発の老舗菓子から
旬のスイーツまでバラエティ豊か。

ガトー･ド･ボワイヤージュ
ギモーヴミックス
（ 5 個入り）／￥504

クレ ド カカオ
ピスタチオ&
フランボワーズ ホワイト／￥420、
ショコラ オ フリュイ フレーズ／￥473

うなこちゃんの銅像がある浦和
駅西口。2大買い物スポットの
伊勢丹とコルソに注目！

sクリームチーズとマスカ
ルポーネのレアチーズケーキ。
口の中でとろける上品な味わ
いで、真ん中にはアンズが

浦
和
の
・
駅
近
S
C
大宮 デパ地下
人気パン& スイーツ!

埼玉県だけでも160社以上も分社が
ある、由緒ある神社。2 ㎞も続く参
道で、毎月さまざまな祭りや行事も。

浦和駅エリア

浦和ロイヤルパインズホテル
デュオチーズ／￥401

さいたま
新都心

d定番人気のキュート
などら焼き。亀の形を
かたどった生地がイン
パクト大。サツマイモ
のお菓子も豊富で有名

自然あふれる大きな神社で
心身ともにご利益を！

大宮駅エリア

3

私たちが食べました

お 近 く な の d e足 を 運 ぼ う
つ き

調神社
神社の境内で
ウサギ探しを楽しもう
約2000年前に創設されたとい
われている歴史深い神社で、鳥
居がないことで有名。
「つき」に
ちなんで狛犬がウサギに！ 神社
のいたる所に彫刻などがある。

こちらもチェック!

d神卯絵馬守り。ミニサイズ
の絵馬にウサギの絵が。スト
ラップとして身につけられる
iさいたま市浦和区岸
町3-17-25
1048•822•2254
69：00〜16：00
dなし Pなし
eJ浦和駅西口より徒
歩10分

浦和PARCO（1048･611･8000 eJ浦和駅東口すぐ 3www.parco-urawa.com/page）
では、
「銀のぶどう」
（B1）
のこがしバ
ターのシュガーウエファースが人気。ワッフルのような見た目でカリカリ食感。チョコでコーティングされたシリーズもあり

第4代さいたま小町
さいたま市の商工業のイメー
ジアップのため、市内外にさ
いたまの魅力や特色をPR ！

2

料亭 ほてい家

し

ん

ど

う

や

ま

や

大宮の緑豊かな環境が魅力の料亭旅館

京料理の修業を積んだ職人が振る舞う会席料理は、プロ
らしい細やかな配慮と繊細な味わいを感じさせる。季節
によって姿を変える庭園を望める個室も人気が高い。

大宮公園に隣接した閑静な場所に位置する、1888（明治
21）年に創業した老舗料亭旅館。お食い初めや結納など
家族の祝い事から、60名までの宴会などにも利用できる。

s会席コース料理
￥5000。料理6品
と食事、香物がつ
く。ほかに￥4000、
￥6000、￥7000
の各コースとミニ
会席膳￥3500も。
ほかに予算に応じ
たプランも可能だ

iさ い た ま 市 岩 槻 区 仲 町
1-6-3 1048･756･1661
611：00 〜 22：00（LO21：00）
d不定休 P30台（無料）
e 野 岩槻駅より徒歩10分
3www.hotei-ya.jp/

さいたま市にはこんな料亭もある !
大清水

iさいたま市大宮区大門町1-23 1048･645･5866
611：30〜13：30、17：00〜22：30（LO21：30） d㊐㊗

料亭 鮒又（ふなまた）

iさいたま市岩槻区本町4-1-8 1048･758･0035
611：00〜14：00、17：00〜21：00 d㊊

竹林と石畳の料亭 喜祥

iさいたま市岩槻区上野5-1-6 1048･795･1877
611：30〜22：00 d不定

いけす料理 寿々家 岩槻本店

iさいたま市岩槻区本町3-3-12 1048･756･0334 611：
、17：00〜22：30（LO21：45） d㊊
45〜14：00（LO13：30）

せんべい家

iさいたま市岩槻区本町2-2-31 1048･756･0076
611：00〜21：00 d㊋

さいたま市料亭の歴史
さいたま市見沼区･緑区付近の見沼代用
水周辺には、かつて数多くのホタルが生
息し、ホタル狩りをする観光客が多く訪
れたそう。それらの観光客向けに料亭が
開業した。

完全離れの和座敷など、風情のある大小10の
個室を持つ老舗割烹。四季折々の彩りをテーマ
にした会席は旬を目と舌で楽しませてくれる。

割烹旅館 東山
2011年から手打ちそばも予約のみスタート

f会席コースは¥6300より。写真は¥8400のコース。昼限定の
「四季彩の膳」¥2625も人気

庭園から四季の移ろいを感じられる、落ち着いた雰囲気
の割烹旅館。大小3棟ある離れはテーブル席や座敷など
多様な個室があり、目的に応じて選べるのがうれしい。
s夜の
「梅」
コース
￥8400。全9品で、
品数や内容も充実。
価格的にも初めて
懐石を楽しむ際に
おすすめ。ランチ
は㊋㊌㊎限定で
¥2800 〜。レスト
ランのみ、要予約

い

iさいたま市大宮区寿能町
2-25 1048･641･2615
611：30 〜 22：00（LO20：00）
d不定 f150席
P30台 e 野 大宮公園駅よ
り徒歩10分
3www.higashiyama-saitama.

co.jp/

せ

き ん

懐石料理初心者も歓迎！
あたたかく迎えてくれる老舗

1-37-1 1048･641･0023
611：30 〜 14：30（LO、予約
制）
、17：00 〜 21：00（LO）
f58席 Pなし dなし
eJ大宮駅東口より徒歩10
分 3www.isekin.com/

s甘みがあり、シャキシャ
キとした食感の岩槻ねぎを
使用。あっさりとした味

iさいたま市岩槻区本町
3-17-16 白石ビル1F
1048・758・8020
611：30〜24：00（㊊のみ11：
30〜21：00）
dなし
f34席
P5台
3www.keitou.com/

婚礼や結納などの
大切な日に利用し
てください

iさいたま市大宮区桜木町
2-247 1048･641･0232
611：00 〜 14：00（LO13：15）
、
16：30〜22：00（LO20：00）
d㊐㊗ Pなし
eJ大宮駅西口より徒歩 3
分 3なし

四季の懐石 桜茶屋

ねぎ盛りらーめん
岩槻ねぎは ￥850
おいしいよ!

一見さんも利用しやすい平日ランチも
ク!
こちらもチェッ

f岩槻黒い奴豆腐らーめん
￥980。町おこしのために考
案した黒い豆腐を使いピリ辛

f昼の部「百合」￥8400の料理一例。料理内容
は月ごとに異なる。ほか、
「桔梗」￥6300など

iさいたま市岩槻区城町
2-6-54 1048•758•2600
611：30 〜 14：00、17：00 〜
20：00、㊏㊐㊗11：00 〜 20：
00（LO） d㊋ f100席
P30 台 e 野 岩 槻 駅 よ り
タクシーで10分
3www.sakura-iwatsuki.com/

五代目店主の
戸部一郎さん

くら馬

f懐石
「花」
￥7850。ほか
「月」
￥10,500、
「雪」
￥13,650、
「雅」￥15,750の4コース

最近は披露宴など
にも人気が高く、
外国人をもてなす
時に喜ばれるとか

会席料理 二木屋

四季を感じさせる懐石料理と、
厳選素材を生かした鉄板料理

初代が残した一品も並ぶ
新しい日本料理を堪能する

10年3/31にオープン。毎月メニューが
変わり、その季節の旬の食材が楽しめる。
和風モダンな外観と中央に配した水盤で
iさいたま市大宮区三橋
癒しと安らぎの空間を演出する。

昭和10年建築という国登録有形文化財の
日本家屋で、本格的でありながらも独創的
な会席を堪能できる。コースには料理研
iさいたま市中央区大4-14-2
究家だった創業者のレシピも再現される。

1-668 1048･780･2653
611：30〜14：00（LO）
、17：
30〜21：00（LO） d第 3 ㊐
P13台
eJ大宮駅西口よりタクシ
ーで約 7 分
3www.kyo-kurama.jp/

すべての部屋から400坪の庭園を眺められ、料理ととも
に目でも四季を楽しむことができる。平日限定でランチ
1800円があり、本格懐石の雰囲気を気軽に味わえる。
s夜の￥5000コー
スの一例。旬の食
材を生かした懐石
料理をリーズナブ
ルな価格で堪能。
料理内容などの希
望も聞いてくれる
ので、気軽に相談
をしてみよう

2-276 1048･644･0165
611：30〜14：00、17：00〜
22：00、㊏㊐㊗〜 21：00
d㊊ P17台
（無料）
e 野 北大宮駅、大宮公園駅
より各徒歩10分
3www.ichinoya.info/

f「伏見」¥8500は季節ごとの食材を堪能で
きる全8品のコース。創意工夫の料理内容だ

京都の鞍馬にちな
んで
「くら馬」
と命
名。都会の喧噪を
忘れられる場所！

1048･825･4777 611：00〜
、17：30〜22：
15：00（LO13：30）
、㊏㊐㊗11：30
00（LO20：30）
〜 15：00、17：30 〜 22：00※平
日ランチ実施時間11：00〜13：
00、13：10〜15：10 d不定（年
末 年 始 は 12/31 ㊏、1/1 ㊗ ）
f70席 P16台 eJ北 浦
和駅西口より徒歩 8 分
3www.nikiya.co.jp/

お祝いの席など
お気軽にどうぞ

さいたま市内には老舗料亭が
数多く存在。旬の食材を生かした
芸術的な料理の数々は一度体験を。
岩槻ねぎラーメンも要注目！

とろこくチャーシューめんや、つけ麺
などが人気。特製だし粉やローストオ
ニオンで味に変化をつけられる。

氷川神社の参道脇にたたずむ1885（明治
18）年創業の由緒ある料亭。木々の緑に
囲まれた閑静な環境と数寄屋造りの部屋
iさいたま市大宮区高鼻町
で伝統に裏打ちされた本物の懐石料理を。

※年末年始の営業日・営業時刻については各店舗にお問い合わせください

さいたま名物をふんだんに！
市民なら一度は行きたい店

s ￥6000の「梅」
会席コースは、突
出･前菜･造り･煮
物･焼肴･進肴など。
ほかに￥8000、￥
10,000のコースも。
どのコースでもウナ
ギは必ず使われる

歴史を感じる情緒ある空間で
創業120年の伝統を味わう

1881（明治14）年創業の老舗は京都の小
道に迷い込んだような、黒塀囲みのシッ
クな店構え。気軽に旬の会席を味わえる
iさいたま市大宮区高鼻町
「旬菜双膳」
は一日限定2組、2人で9800円。

夏は国産のウナギ、冬は天然のトラフグなど、旬の食材
が盛り込まれた会席料理を楽しめる。特に肉厚のウナギ
は看板のメニュー。すべて個室で味わえるのも魅力だ。

iさいたま市浦和区岸町
7-4-6 1048･829･2881
611：30 〜 15：00（LO14：
、
（LO20：
30）
17：00 〜 22：30
00）d年 末 年 始 は12/30
㊎〜 1/5㊍
f200席 P15台
eJ浦和駅西口より徒歩
5 分 3なし

一の家

伊勢錦

完全個室制の空間で上質な旬の素材に舌鼓
f 6月になるとホタルを見ながら食事
を楽しめる料理屋もあるほど

めんくみ

5

用途に応じて選べる多彩な客席で
季節を彩る会席に舌鼓を打つ

iさいたま市大宮区堀の内町
3-110 1048･641･0501
611：30〜16：00、17：00〜 22：
00 d㊌、変更の場合あり
f80席 P4台 eJ大宮駅
東口より東武バス岩槻行で約
5 分、0鹿島橋から徒歩すぐ
3www.shindoyamaya.com/

割烹 ばい月

さいたま市の新 B 級グルメに立候補 !

http://www.urawa-chiyoda.jp

割烹 千代田

岩槻ねぎ
ラーメンもね！

かつてのホタルの名所で広がった
さいたま市の料亭文化

s会席
「紫」¥8400
の料理一例。会席
コースの定番であ
り、一つ一つの料
理の完成度の高さ
と美しさには驚き
の声があがるほど。
月替りで旬の味を
堪能してみて

女将の池田洋子さん

老舗です!
歴史ある料亭で
匠の技を堪能

京料理仕込みの繊細な会席料理を堪能

店長の
木村大輔
さん

四季折々の味覚で
おもてなしします

新道山家

f鹿児島のブランド牛・黒毛和牛の素焼きス
テーキ80gが強肴の
「明覚」¥8400
中居の中山理沙さん

さいたま市浦和区岸町7-4-6
TEL :(048)829-2881

4

グ!

岩槻観光レンタサイクル

沼影公園アイススケートリンク場
沼影公園内にある冬期限定の屋外アイススケ
ート場。クリスマスイベントも開催予定。

iさいたま市岩槻区本町3-1-1 1048･794･7161（NPO岩槻まちづく
り市民協議会） 69:00 〜 17:00（最終受付15:00） d12/28㊌〜 12年
1/3㊋、雨天時 7200/120分、以降100/60分※利用時に要預かり金
1000、返却時に精算 ee岩槻駅東口より徒歩すぐWATSU西館入口

iさいたま市南区沼影2-7-35 1048･861･9955（沼影公
園管理事務所） 612/17㊏〜 12年2/19㊐9:00 〜 18:00、㊏
㊐㊗〜 20:50 d12/31㊏、1/1㊗ 7大人630、小中高生
310、幼児（未就学児童※保護者の付添が必要）無料※貸
し靴350 eJ武 蔵 浦 和 駅より徒 歩10分 P130台
3www.numakage-park.com/

f冬限定スポーツを手軽に楽しもう。滑走中は手袋の
着用が必須なので、忘れずに持って行って

冬の定番料理・
鍋を食べ尽くす

寒い冬の日は、
体があたたまる
鍋料理を！

12年2/12㊐まで「和
けやき
食堂 欅」では鍋料
理6300円
（1名、予約
は2名〜）を堪能でき
る。鍋は3種から選
べるのも楽しい。
料理長の鏑木さん

ホテルブリランテ武蔵野
お得に楽しめる
コースが登場！
「ル・ソレイユ・ルヴァ
ン」
のクリスマスディ
ナーは12/16㊎〜 22
㊍3675円 〜。12/23
㊗〜 25㊐は10,000円
のコースあり。

聖夜はシェフ
特製のクリスマス
限定コースを

シェフの榊原正人さん

浦和ロイヤルパインズホテル
冬だけの肉料理
存分に味わって
館内のレストラン
「RPR」は、フレンチ
のテイストを生かし
たオリジナリティあ
ふれる料理が多彩。
ワインも充実！

ジューシーな
オージービーフ
をたっぷり

料理長の小野寺 修さん

2/22は猫の日ですよ!

いつでも癒されに来てにゃ
?

猫カフェ 猫家
猫雑貨の展示販売もあり

2

鍵を受け取り、自転車を借り
る。周辺の地図などが入った
ファイルを渡してくれる

1

受付で用紙に名前などを書き
込む。係員の方にオススメス
ポットを聞いてみるのも◎

行ってき
ま〜す♪

気をつけ
て〜〜

マッサージチェアやボックスシートがあり、
リラックスして過ごせる。iPadの無料利用も。

猫スタッフの
熊五郎さん

iさいたま市大宮区大門町2-11 プロスバーワンビ
ル 5F 1048･644･0660 611:00 〜 22:00（ 最 終
受付21:00） d㊍（㊗の場合は営業） 71000/60分、
以降延長200/15分。3時間パック2000 eJ大宮
駅東口より徒歩4分 3www.nekoyacafe.com/

s広々とした店
内では、にゃんこ
もリラックスして
過ごしている

f鍋は豆乳、あんこう、しゃぶしゃぶの3種

来てくれるのを待ってるニ
ャ

ねこカフェ猫の部屋

iさい たま 市 見 沼 区 東 大 宮5-43-14 1048･682･
2209 611:00 〜 19:00（受付終了18:00） d㊊（㊗の
場合は営業） 7500/30分、800/60分、以降500/60
分※延長100/10分。平日フリータイム2000 eJ東
大宮駅東口より徒歩2分 3www.nekonoheya.com/

3

秋葉神社秋季例大祭

12/22㊍

一山神社冬至祭
【市指定無形民俗文化財】

12/31㊏

お菓子の製造現場へ突入！

2012昇天竜Happy竜Yearカウントダウン

12年1/1㊗

日進餅つき踊り
【市指定無形民俗文化財】

12年1/3㊋

与野七福神仮装パレード

食育の一環として、お菓子
「パイの実」
を中心と
した製造工程の一部を見学できる。完全予約制。

g秋葉神社及びその周辺
（西区） 4秋葉神社 1048・624・6656
g一山神社
（中央区） 4市文化財保護課 1048・829・1723

g武蔵一宮氷川女體神社
（緑区） 4さいたま商工会議所 1048・838・7716
g日進神社
（北区） 4市文化財保護課 1048・829・1723

g与野本町通り周辺ほか
（中央区）
4（社）
さいたま観光コンベンションビューロー 1048・647・8339

さいたま市立浦和博物館
地元の歴史はここで知ろう
浦和エリアの歴史や民俗資料等の展示
が充実。特別展は12/11㊐まで「日光
御成道」
、12/20㊋〜 4/15㊐まで
「ちょ
っと昔のくらしの道具展」
を開催する。

f赤い看板が目印。全55種のお菓子を製造fパイの
実の生産ラインには、親子で釘付けになること確実！
※小学生、中学生、幼稚園年長クラス以上の親子の団
体等（10人〜 60人程度）が対象。要予約。見学希望の
時期によって、実施日や申し込み方法が異なるので必
ずホームページで確認

iさいたま市南区沼影3-1-1
1048・837・0337（工場見学係：㊊〜㊎ 10：00〜
16：00（㊏㊐、会社休日、年末年始は休み）
6実施時間 ㊊〜㊍10：00 ／ 13：00 ／ 15：00
㊎10：00 d㊏㊐、会社休日、年末年始 7無料
eJ武蔵浦和駅より徒歩5分
3www.lotte.co.jp/

g石井実生園・ハナミズキの森
（見沼区） 4石井実生園 1048・684・2781

12年2月中旬〜2月末日頃（予定） 梅まつり

g大宮第二公園
（大宮区） 4大宮第二･第三公園管理事務所 1048・642・2228

さ・楽しさ・
・・
ほっ
味し
美
と す る・
豊富な食材を取り揃えてお待ちしております。

〒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://w w w.yono.co.jp/

藤井愛莉さん

浅香いづみさん

さいたま市には、近代化の中に
も自然や伝統工芸など、懐かし
さを感じる魅力があります。1
年間頑張ってPRしたいです

観光大使として活躍できること
を誇りに思っています。一生懸
命PRに努め、さいたま市の良
さを知ってもらいたいです！

ース

ニュ

©HiROKO WATANABe /

SAITAMA BRONCOS / bj-league

co.jp/urawa/

チケット発売中!

bjリーグ20112012シーズン

オールスターゲーム
2011-2012シーズンは、4チー
ムが加入し、大所帯となったｂｊ
リーグ。オールスターゲームは
全国19チームから選出された
スターたちのプレイを間近で見
られるチャンス。バスケを通し
て
＂絆＂
を発信！
d埼玉ブロンコスはもちろんのこ
と、全国のバスケスターが集まる。
華麗なテクニックを見逃すな！

s明治から昭和のくらしの
道具を展示

注目

冬のさいたま市をリポートしてくれた 新 さいたま観光大使

12年1/7㊏〜 9㊊ 第４回ロウバイ・ミニまつり

iさ い た ま 市 緑 区 三 室
2458 1048･874･3960
69:00 〜 16:30
d㊊
（㊗の場合は開館）
、㊗
翌日
（㊏㊐㊗を除く）
、12/27
㊋〜12年1/4㊌、特別整理期
間 7無料

brillante.com/

鉄道博物館
てっぱくの4年目をお祝い！

鉄道博物館は開館4周年を迎え、各種イベン
トを開催予定。企画展や60 〜 70年代の復刻
駅弁、なつかしのおもちゃの販売などがある。
iさいたま市大宮区大成町3-47 1048･651･0088
610:00 〜 18:00 d㊋ 7大人1000、小中高生500、
f開催中〜 12年1/9㊗ 幼児200 P280台（￥500） eニューシャトル鉄道
開催の
「時間旅行展」 博物館駅より徒歩1分 3www.railway-museum.jp/

■開催日 2012年1/15㊐ ■会場 さいたまスーパーアリーナ
■主催 株式会社日本プロバスケットボールリーグ（bjリーグ）、株式会
社埼玉ブロンコス

さいたま市大宮盆栽美術館
盆栽村の歴史を盆栽鑑賞とともに
大宮盆栽村の各盆栽園より、週替りで名品盆
栽が登場。また盆栽村の歴史が分かる昭和初
期の写真などを紹介していく。
iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048･780･2091 69：00 〜 16：00 d ㊍ 7
f「爽秋 盆栽村の美と 大人300 P39台 eJ土呂駅東口より徒歩5
歴史2」
開催中〜12/14㊌ 分 3www.bonsai-art-museum.jp/

etc.

寒いからって家の中に閉じこもってちゃ
つまらない！ 市内には室内＆屋外で
遊べるスポットが大充実。食べても
運動しても猫に癒されてもOK ！

12/18㊐

7

d販売中の仔猫と
も遊べる！ 飼い方
なども親切に指導
してくれるので安心

ロッテ浦和工場
あり
冬はこんなイベント!

iさいたま市浦和
区仲町2-5-1
1048･827･1111
P286台
（￥200/30分）
eJ浦和駅西口よ
り徒歩7分
3www.royalpines.

博物館でお勉強！

猫スタッフの
おうじ君

バレンタインデーがやってくる
!

行ってきま〜す！ 自転車マナーに気をつけて出発。岩槻の豊かな
自然や多くの文化遺産を、レンタサイクルで手軽に観光してみよう

f写真はオージービーフ。12月は別メニューも登場

iさいたま市中央
区新都心2-2
1048･601･5557
P95台（￥200/30
分） eJさいたま
新都心駅・北与野
駅より徒歩約5〜6
分 3www.hotel-

ya.co.jp/

多種の猫がそろうブリーダー直営店
いつでも子猫と遊べる猫カフェ。猫やウサギ
のグルーミングもできる
（有料･予約制）
。

fコースの一例。12/23㊗〜 25㊐は生演奏も

iさいたま市大宮
区桜木町1-7-5
1048･647･3300
P150台（￥200/30
分）
eJ大宮駅西口よ
り徒歩3分
3www.palace-omi

インドア派？
ホテル・スケート場・
博物館 でポカポカ

照明付きなのでナイターもOK

10/1から岩槻駅で観光や散策を目的にレンタサイクルがスタ
ート。岩槻駅東口前案内所で15台分貸出しを行っている。

パレスホテル大宮

？
アクティブ派

自転車で岩槻エリアを気ままに観光してみよう

自転車を借りるまで

ホテルでグルメを満喫しよう!

冬はスケートでしょ
!

ジモトをサイク
リン

各種会議室を用意・視聴覚機器完備

埼 玉 教 育 会 館
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-12-24
TEL 0 4 8 −8 3 2−2 5 5 1 FAX 0 4 8−8 3 2 −2 4 0 1
JR浦和駅西口徒歩10分

6

さいたまジモト自慢ガチンコ対決!
それぞれ異なる切り口でトピックを集め人気の情報サイト
「ネタフル」
と
「エアロプレイン」
。
運営人であるお2人による書き下ろし連載コラム、今回はどんなおもしろネタが出るかな？
ネタフル運営人
3netafull.net/

@kogure

第3弾

エアロプレイン管理人

浦和出身のブロガー、コ
グレマサトです。新刊
「〝知りたい情報〟 がサク
サク集まる！ ネット速
読の達人ワザ（青春出版
社）
」
が出ました！

コグレマサト

おいでよ
さいたま
新発見!!

中山記男
（のりお）
3airoplane.net/

@norio_airoplane

浦和の隠れた名物って知ってます?

大宮の路地裏の銘酒居酒屋 「多雲坊」

最近、からあげがブームになっているの

大宮区役所前の路地裏に、雰囲気・肴・

をご存知でしょうか？ さすがにからあげ

銘酒と三拍子そろった名店があるのをご

専門店は…と思ったら、
あった、
ありました！

存じでしょうか。
「多雲坊
（たんぼ）」
という

その店は、浦和駅東口にある東仲町商店

その店は、ちょうど区役所の目の前、お

街の外れにあります。商店街の外れという

でん屋の角をまがったところにあります。

か、ほとんど商店街の外、といっても良い

古民家をそのまま店舗に使っており、

かもしれません。そんななかなか厳しい立

昭和にタイムスリップしてしまったよう

地にありながら、夕方にもなればからあげ
が揚がるのを待つお客さんが店外で何人も
待っている、それが「からあげ専門店 鶏

rファミリ−セットA（モ
モ＋ムネ13個）¥1200や
からあげ弁当A ¥510も
地元人に人気

な、いや、田舎に帰ってきたような、そ
んな不思議な雰囲気があるのです。この
店のウリは、なんといっても銘酒の数々。

掲載スポットDATA

店主がこだわる全国の銘酒は、毎月その

「鶏笑」は大分県中津という、からあげの

からあげ専門店 鶏笑

品揃えを変えるため、いつ来てもいろい

本場からやって来たお店で、
「からあげカー

iさいたま市浦和区東仲
町6-15
1048・882・3333
611：00 〜 14：00、
16：00 〜 21：00、
㊏㊐㊗11：00 〜 20：00
dなし
eJ浦和駅東口より徒歩
5分

ろな味を飽きることなく飲み続けること

笑
（とりしょう）
」
です。

ニバル2011 醤油ダレ部門」
を制した実力店。
からあげミックス、手羽先、からあげ南
蛮など、メニューは複数ありますが、個人
的にも好きなのは、やはりジューシーな胸
肉です。お土産に持ち帰り、ジュワーと食
べながら、グビ〜とビールを飲めば、もう

合同会社オラニエ代表。
ブロガー・Webコンサル、
ソーシャルメディアディ
レクター。2000年より
同サイトを運営。JFA公
認コーチという顔も持つ。

ができます。また、毎日店主によってし
たためられる手書きのメニューも必見。

r古民家、手書きのメニ
ュー、珍味の数々…飲ん
べえにとっては天国のよ
うな空間である

掲載スポットDATA

その日選ばれた最高レベルの酒の肴を頼

民家居酒屋 多雲坊

めば、もはや心は夢心地。サバやほっけ

iさいたま市大宮区大門
町2-117
1048・645・0535
617：00 〜 22：00
（LO21：
30）
d㊐㊗
eJ大宮駅東口より徒歩
3分

などの定番焼き物に加え、数種類の塩辛、
さらにカルガルー刺、カエル唐揚げなど

最高です。お弁当もありますので、ぜひお

の珍味も。二日酔いだけには注意しつつ、

近くにお越しの際はお試しを！

何度でも訪問したい店であります。

もっとさいたま市を知りたくなったら!

ツイッターもやってます!

Follow us on Twitter@SaitamaCVB
QRコードでHPへ!
d携帯からでもさい
たま観光コンベンシ
ョンビューローの公
式HPに飛べるぞ！
気軽にアクセスして

大宮駅観光案内所
iさいたま市大宮区錦町630
（J大宮駅構内） 1048・644・1144
69：00 〜 19：00 dなし
eJ大宮駅直結

さいたま新都心観光案内所
iさいたま市中央区上落合2（Jさい
たま新都心駅東西自由通路内）
1048・600・0070 610：00 〜 18：30
d年末年始 eJさいたま新都心駅直結

d改札口を出て
すぐ、近くには
みどりの窓口も
あるので便利

dパンフレット
など多数展示。
地元情報はここ
でゲット

浦和観光案内所
iさいたま市浦和区高砂1-16-20（J
浦 和 駅 西 口 ） 1048・824・0333
610：00 〜 18：30 d年末年始 eJ
浦和駅西口より徒歩すぐ

d駅前にあり、
気軽に立ち寄れ
るスポット。チケ
ットぴあ取扱い

http：//www.kyo-kurama.jp/

さいたま市大宮区三橋1-668

☎ 048・780・2653
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社団法人さいたま観光コンベンションビューロー

iさいたま市大宮区錦町682-2
JACK大宮3F
1048・647・8338
3www.scvb.or.jp
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