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

