ふじ

ぶっかけうどん小野

藤店うどん

本場讃岐で修行を
積んだ主人が打つ
麺は強いコシが魅
力。香り高いダシ
との一体感が見事。

ランチタイムを狙った常連客でにぎわう。看
板メニューの
「肉汁うどん」
は、国産の高級バ
ラ肉がたっぷり。カツオダシの効いた甘辛い
ツユは具だくさんで、満腹&満足感あり。

iさいたま市中央区本町東
5-13-21 1048•858•7600
611：00〜15：00、17：30〜
21：00、㊏㊐㊗11：00〜
21：00（各LO20：30）
d㊌ f34席 P5台
eJ北与野駅西口より
徒歩12分

鈴木酒造

この一本!

蔵を改築した酒蔵資料館で
お酒作りの歴史を学ぼう
創業は1871（明治4 ）年。酒造好適米を自家
精米。熟練の杜氏の手による高品質な酒作り
には定評があり、各種の鑑評会では入賞の常
連。今年度の全国新酒鑑評会でも同社の「万
両大吟醸」
が金賞を受賞している。

iさいたま市西区三橋
6-14-7 1 048 • 624 •
2509 610：00〜15：00
（LO） d㊐㊗ f70
P30台
（無料）
eJ大宮駅より西遊馬
行きバスで約10分、0
三橋六丁目からすぐ

iさいたま市岩槻区本町
4-8-24 1048•756•0067
610：00 〜 17：00
d㊊、年末年始、不定
P5台（無料） e 野 岩
槻駅東口より徒歩7分
※酒蔵資料館は
7無 料 3 www.suzuki

d同社の代表的な銘柄
のひとつ「大手門 大
吟醸」は、柔らかな香
りと口当たりの良い豊
かな味わいが特徴。
¥1732（720㎖）

shuzou.com/

内木酒造

手打そば・うどん 志かわ
d肉汁うどん並¥650、
中¥850、大¥1050。見
た目も美しく、シコシ
コの麺は喉ごし抜群。
ツユとの相性も◎！

シコシコの麺がたまらない！
鹿児島枕崎産の本
節でとった上質な
ダシ。滑らかな麺
ともよく絡み、深
い味わいが評判だ。

スタッフの
松本敬司さん

武蔵野うどん 藤原

県産米100％使用の吟醸酒

温故知新で独自の酒を目指す

1776（安永4 ）
年に造り酒屋として創業、
戦後は酒造業に専念。創業当時から看板
商品である
「旭正宗」
はいまも根強い人気。

明治時代より続く酒造の味を4代目当主
がいまに伝える。利根川水系の良質な水
で作る清酒は、芳醇辛口が特徴だ。

iさいたま市桜区西堀6-13-15
1048•862•5734 69：00〜17：30 d㊐㊊㊗
P3台 eJ中浦和駅より徒歩10分
3home.att.ne.jp/omega/uchiki/

iさいたま市見沼区膝子663 1048•683•3006
68：30〜17：00 d㊐㊗ P15台
eJ七里駅より国際興業バスで約10分、0膝子か
ら徒歩5分 3members2.jcom.home.ne.jp/ootaki_

創業1808（文化5）年という歴史をもつ
老舗酒造。熟練の職人技術に加え、最新
テクノロジーを生かした酒作りを行って
いる。埼玉県内限定商品も好評販売中。

この一本!

marugoto.ne.jp/shikawa/

大島製麺所 腹いっぺぇうどん 岩槻店
食べごたえのある自家製うどん

f旨辛肉汁うどん¥750。辛く
仕上げた肉汁に自家製香味ラ
ー油をミックス。力強い麺と
パンチのある汁が絶妙な相性

なめらかな食感と
強いコシが特徴。
つけ汁は豚肉汁、
キノコ汁など4種
類から選べる。

禅味 一茶庵
名店が誇る自慢の鴨うどん
打ち立てが信条のうどんは、やや細めでツル
リとした喉ごしが特徴。上質な昆布とカツオ
節をふんだんに使った香り高いつけ汁に思わ
ずはしが進む。指ぐらいある太うどんも人気。

h豚肉汁うどん並
¥750（600g）
。大盛
¥850の ほ か 麺 1 ㎏
の特大¥950もあり
iさいたま市岩槻区
南平野42-1
1048•793•6668
611：00〜15：00、
17：00〜 22：00
dなし
f70席 P36台
e 野 東岩槻駅より徒歩20分

f鴨汁うどん¥945。鴨肉のう
ま味がたっぷり溶け込んだつ
け汁でツルッと食べるうどん。
鴨も柔らかくて、コクがある

iさいたま市南区
南浦和2-14-8
1048•881•0327
611：30〜14：30
（LO）
、17：00〜21：00
（LO20：30） dなし
f46席 P6台
eJ南浦和駅東口より
徒歩7分

shuzou/

d鳳翔閣 本醸造酒（720
㎖）¥1260。埼玉大学と
県内の3蔵が共同で企画、
商品化。内木酒造は本醸
造の仕込みを担当

肉汁で食べる伝統的な武蔵野うどんのスタイ
ルを守る店。手間のかかる4段階の熟成を経
て打つ麺は小麦の風味が生きる。国産の上質
な豚肉を使う肉汁も文句なしのうまさ。
iさいたま市中央区
上落合3-12-36
1048•852•7500
611：00〜15：00
d㊐、第3㊊ f21席
P4台
eJ北与野駅西口より
徒歩6分

小山本家酒造

200年超地元に愛される酒

小麦の風味とうま辛汁がマッチ！
iさいたま市見沼区
東大宮5-2-9
1048•687•8889
611：30〜15：00、17：00〜
22：00、㊗〜21：00（LO各10
分前） d㊐ f26席
Pなし eJ東大宮駅東口
より徒歩1分 3www.

「昔の酒作り道具
など、貴重な資料
が展示された酒造
資料館も必見！」

「埼玉大学とのコ
ラボ日本酒では県
産米を使用し、郷
土愛たっぷり！」

1048•623•0013 3www.koyamahonke.co.jp/

この一本!

この一本!

d九 重 桜 純 米 吟 醸 酒
（1800 ㎖）¥2940。県 産
米の
「さけ武蔵」
を使用し
た吟醸酒。甘い香りと、
うま味が特徴の逸品

「スッキリとした
後味がさわやか。
九重桜の純米酒な
どもあります」

d金紋世界鷹（1800㎖）
￥1880。創業200周年を
記念した、県内限定販売
の特別本醸造。NPO基金
に売上の一部を寄付

「キリッと辛口だ
けど、口当たりは
丸みがあり飲みや
すいですよ！」

さいたま市では、酒造りを営む老舗
蔵元が極上の一献を作っている。
杯を重ねる前に、さいたま市の名物･
アツアツうどんであったまろう！

s鴨汁うどん¥900。
本節の高い香りと鴨
の滋味いっぱいの汁
がうどんによく合う

肉汁うどんは麺を
温めた「あつもり」
スタイルで食べる
のもオススメです

大瀧酒造

老舗です!
酒蔵＆
うどん

ボリューム抜群のうどんが大人気

あったか〜い

本場讃岐うどんの魅力を再現

sスペシャル¥750。
大きなエビ天と山か
け、卵黄がのった一
番人気のメニュー

さいたま市の
地酒を飲んでね!

喉ごし
つるつる!

だな

私たちが行きました
べに

dさいの紅¥1300。
さいたま市発祥の
サツマイモ「紅赤」
を使った本格焼酎

高級食材・さ
いたまのクワ
イをたっぷり
使っています

上品な甘味を
特徴とした紅
赤イモの風味
をぜひどうぞ

酒好きにはた
まらないクワ
イの独特なえ
ぐみが絶品！

さいたま市特産品 の
紅赤イモ・クワイ焼酎もぜひ!

松澤屋
種類豊富な最強通販サイト

いわい の いち かど

s祝の一角¥1500。
クワイを原料にし
た焼酎。まろやか
なコクが特徴だ

岩槻慈姑出荷組合
の金子賢一さん

紅赤いも生産組合
の小山正久さん

く わ い

高畑慈姑出荷組合
の矢島邦泰さん

さいたま市農業政策課、生産者&JAさいたま・
JA南彩、松澤屋の合同プロジェクトで誕生し
た、さいたま特産品焼酎を市内で販売している。
iさいたま市北区本郷町591-1 1048•666•6631
3www.grandvin.net/ ※くわしくは3参照

さいたま観光大使･＂さいたま
小町＂の三ツ谷綾結美さん
（右）･草深はるのさん（左）が
レポート
（プロフィールはP7）

http：//www.kyo-kurama.jp/
さいたま市大宮区三橋1-668

☎ 048・780・2653
5

4

