クリスマスやお正月など、冬はイベント盛りだくさんな季節。

Big

大切な人とすてきなレストランでの食事を考えている人も多いのでは。
そこで今回は、市内で活躍する新進気鋭の若手シェフたちに注目！
料理に対する情熱やこだわり、そしておいしさは
市内だけでなく、まさに世界に誇れるもの。
シェフ渾身のひと皿をこの機会に味わって。

真鰯と北あかりのテリーヌ
レフォールクリーム添え

ビーフカツレツ

（カツレツコース￥4200より）

（ディナーメニュー￥3980〜より）
ほっくりとしたジャガイモの大地の味わいと、脂
ののったイワシの取り合わせ。西洋ワサビである
レフォールのピリッとした辛味もアクセント。4
コースあるディナーにはどれもデザート2皿と、5
種から選べるプティフールが付くのもうれしい。

厚みのある国産牛フィレ肉を、隠し味に粉チーズ
を加えたパン粉をつけ、少ない油でじっくり焼き
上げた人気メニュー。ミディアムレアに仕上げた
牛肉は柔らかく、うま味もしっかり。本日のスー
プ、ご飯、サラダ、シャーベット、コーヒー付き。
●さいたま新都心駅東口

●浦和駅西口

素敵屋さん

フレンチレストラン

ラ・ヴォワール
月に何度も通う常連がいるほど、地元で愛さ
れるフランス料理店。バターなどの油脂は最
小限に抑え、ふんだんに野菜を使用。あっさ
りした味わいが特徴だ。毎年好評の50台限
定フレンチおせち2万8350円〜も予約受付中。

明治時代に建てられた蔵を改装。ステーキを
はじめとした洋食が味わえる。永田農法の玄
米を毎日、自家精米するご飯や漬物バーも名
物。12/23㊗〜25㊌は魚料理を取り入れた、
クリスマス特別ディナーコース7350円を用意。

iさいたま市浦和区仲
町1-11-12 さくらビル
浦和Ⅰ2F
463
伊勢丹
1048・753・9272
浦和店 浦
フレンチ
浦和
和
6 11：30 〜 14：30 、17：
レストラン コルソ
駅
30 〜 21：00（各 L O ）※
西口
ラ・ヴォワール
2014 年 1/1㊗はディナ
浦和駅西口
ーのみ
南浦和
d㊋（㊗の場合翌日）、
12/30㊊ f38席 Pなし eJ浦和駅西口より
徒歩7分 ※2014年1/1㊗ディナー、
1/2㊍、3㊎ラン
チ&ディナーは特別メニューのみ

iさいたま市大宮区
北袋町1-147
1048･644･9961
大
宮 イトー
素敵屋さん
611:30〜15:00、
17:00
ヨーカドー
北
56
〜22:00
（LO各60分前）
コクーン
袋
東口 新都心
町
d㊌、
第3㊍、
12/30㊊〜
さいたま新都心駅
2014年1/4㊏※12/18㊌、
JR東北本線
19㊍、25㊌営業
与野
f26席
P18台
（無料） eJさいたま新都心駅東口より徒
歩8分 ※12/23㊗〜25㊌ディナーはクリスマスコ
ースのみ

仲町

北浦和

JR東北本線

足利銀行

Manabu Suzuki
都内のフレンチレストランで修業し、
シェフド
パティシエを経験後、97年「ウェスティンホテ
ル東京」で 11 年勤務。30 代で渡仏し、パリ「Le
、
ボルドー
「chateau cordillant Bages」
で部
mourice」
門シェフを歴任。
09年「ラ・ヴォワール」を開業。

産
業
道
路

（メニュー・スペシャル￥5250より）

（1月のディナーB￥8400より）

最盛期を迎える毛ガニと相性のいいサーモンを使
用した、とろけるような前菜。香辛料を効かせて
スパイシーな味わいに。はかない口溶けの根セロ
リのムースも絶妙だ。コースは全5品で、
「さいた
ま市Walkerを見た」
と言って予約すると￥7800に。

●さいたま新都心駅西口

●浦和駅西口

ホテルブリランテ武蔵野

浦和ロイヤルパインズホテル

ル・ソレイユ・ルヴァン
オリエンタルモダンな空間で楽しむ、見た目
に華やかなフランス料理。デザートにも力を
入れており、豪華な盛り合わせは感激もひと
しお。季節ごとのプランも多彩で、12/22㊐
〜25㊌はクリスマスディナー1万円が登場。

Masato Sakakibara
東京會舘フレンチ部門、浦和の老舗だった
（有）
山口屋を経て、
「ル・ボンドル
27歳で渡仏。
イス」、
「 ル・サントネール」にて修業後、帰国。
02年「ホテルブリランテ武蔵野」に入社し、06
年フレンチ部門の料理長に就任。
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大宮

iさいたま市中央区新
都心2-2
1048・601・5557
ホテル
611：30〜14：30、
㊏㊐㊗
ブリランテ
武蔵野
〜15：00
（LO各30分前）
、
ル・ソレイユ・ルヴァン
17：30〜21：30（LOコー
２合
アラカルト
北与野駅
号同 与 ス 20：30 、
館庁 野 21：00） d㊋、
南口
12/30㊊
舎
与野本町
※12/24 ㊋営業 f 52
席、個室2室 P95台（￥2000以上の利用で120分
無料） eJさいたま新都心駅西口より徒歩5分
※12/22㊐〜25㊌ディナーはクリスマスコースの
み。
12/31㊋〜2014年1/7㊋は特別コースのみ
さいたま
スーパー
アリーナ

新さ
都い 新コ
心た 都ク
ー
駅ま 心ン
西口

フレンチレストラン
「ラ･ヴォワール」
のクリスマス限定コース￥8000、￥12,000（各サ別）
は、12/20㊎〜25㊌。間接照明の輝くシックな空間の中でのディナーはロマンチックな雰囲気だ

を中心とした｢素敵屋さん｣料理長に就任。

毛蟹とサーモンのフォンダン
根セロリのムースと香味野菜

牛スネの煮込みトリュフ風味

牛スネ肉を5時間ほど柔らかくなるまで煮込み、
トリュフの香るマデラソースがコクのある味わい
を引き立てている。多彩な種類の野菜を彩りよく
盛り付け、見た目も意識したひと皿。コースは全
7品。単品2100円での注文も可
（〜2月末まで）
。

Masashi Fujita
96年｢フランス料理 アルピーノ｣入社。鎌田総
料理長に師事して8年修業後、大宮の｢イタリ
アン･フレンチ レ・スリジェ｣を経て、
06年「フ
ランス料理 アルピーノ」に再入社。09年洋食

レストランRPR

天気のいい日は富士山や関東平野が見渡せる
絶景レストラン。旬を大切にした月替りメニ
ューが評判で冬はジビエも登場。クリスマス
ディナーは12/1㊐〜20㊎にプレノエル8800円、
12/21㊏〜25㊌にノエル1万2500円
（要予約）
。
iさいたま市浦和区仲
町2-5-1 浦和ロイヤル
パインズホテル19F
1048・827・1165
611：30〜14：30
（LO）
、
17：30〜21：00（LO20：
浦和ロイヤル
30）、㊏㊐㊗11：00〜15：
パインズホテル
レストラン
00（LO）、17：00〜21：00
南浦和
ＲＰＲ
（LO20：30） dなし
f80席、個室2室 P286台（￥3000以上の利用で
60 分無料） e J浦和駅西口より徒歩 7 分 ※
12/21㊏〜25㊌ディナーはクリスマスコースのみ
北浦和

仲町

JR東北本線

足利銀行
イトーヨーカドー
463 伊勢丹
浦和店 浦
和
浦和
駅
コルソ 西口

Osamu Onodera
96 年表参道「ロティスリー ダニエルマルタ
ン」
などで修業後、
99年銀座「レストラン ロオ
ジエ」でジャック・ボリー氏に師事し、部門シ
ェフに。07年「浦和ロイヤルパインズホテル」
に入社し、
10年「レストランRPR」料理長就任。

浦和ロイヤルパインズホテル「レストランRPR」のクリスマススペシャルディナー「ノエル」
は、12/1㊐〜20㊎の期間も前日までに予約をすると利用できるので、ひと足早く楽しみたい
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