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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/
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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

