武蔵浦和
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パティスリー
アプラノス

ホワイトチョコと

iさいたま市南区沼影1-1-20 フィオレ
ッタ武蔵野1F
1048･826･5656
610:00〜19:00 d㊌ P4台（無料）
eJ武蔵浦和駅西口より徒歩8分
南与野

Pâtisserie Cache-Cache

全員 キャー♪ イチゴスイー

地元人気店の自信作が続々
女子会も大盛り上がり

ツ大好き♥ どれもかわいいね。

彩 華やかで春満開って感じ～。

愛莉 見て見て。このブタ
、
（ ）

みんな顔の表情が違うよ。

あや マジカワイイね♥

真衣子 みんなが大好きなタル

3

4 ￥苺あんみつ
645

タルト･オ･フレーズ
2￥
460

独自製法により伊豆
七島産の天草で作る
寒天、北海道十勝産
小豆の風味が高い自
家製あんなど、こだ
わりの素材がマッチ。
みつは5種から選ぶ

ほどよい甘味の紅ほっぺを
たっぷりのせた、イチゴの
おいしさをストレートに味
わえる一品。バターの風味
が香るタルト生地が絶品

綾瀬羽乃さん
（モデル･タレント）

坂口 彩さん
（女優）

埼玉女子会

アマチアス

AMATIASがイチゴスイーツを食べ比べ!
朝田シェフが自ら足を運んで選び
抜いた、美園いちごランドのオリ
ジナル品種レイベリーを贅沢に使
用。焼き込んだ生地との相性も◎
イチゴの甘いコーティン
グと、イチゴそのものの
酸味が合わさって春っぽ
い味。タルトの
生地にも甘さ
があって好み

厚みのあるタルト生地の
カリカリした食感が好き。
イチゴがジューシーで
タルト好きの私も
これはオススメ！

沖縄産黒糖の黒みつも
さっぱりしておいしい
けれど、私は甘じょっ
ぱい塩のみつが好み♪

いちご大福
5￥
150

iさいたま市岩槻区釣上743付近 1090･
4717･0499 610:00〜16:00(最終入園）
d不定 P25台(無料） ee岩槻駅より
国際興業バス東川口駅北口行約10分、0釣
上高岡から徒歩5分

釣上高岡

五才川橋

浦和IC

イチゴ狩りDATA

■開園期間／ 3/2㊏〜 5/31㊎

■入園料／￥1200(3/2㊏〜4/7㊐）、
￥1000(4/8㊊〜 5/6㊗）、￥800(5/7㊋〜5/31㊎）
■時間制限／食べ放題30分※練乳付き
■イチゴの品種／ 2種 とちおとめ、やよいひめ

浦和IC
大崎公園
さいたま市
大門
クリーンセンター

一流パティシエを魅了する
絶品イチゴに大満足！
有名パティシエ御用達の評判のイチ
ゴ園。高設ベンチ栽培なので腰をか
がめず、ラクにイチゴが摘み採れる。
幅広の通路にはシートが敷かれ、ベ
ビーカーや車いすでも移動可能だ。
iさいたま市緑区間宮803
1090･5337･0391 610:00〜15:00(最 終 入
園14:00) d㊊ ㊍ P20 台(無 料) eJ
浦和駅東口より国際興業バス東川口駅行
約25分、0大崎園芸植物園から徒歩5分

美園
いちごランド

東北自動車道

岩槻いちご出荷組合の3軒の農園が
集まる、50年以上続く歴史あるイチ
ゴ園。土作りが重要な昔ながらの土
耕栽培にこだわる。今春から新たに、
大粒で甘味の強いやよいひめが登場。

タイヤ
ランド
越谷

美園いちごランド

浦和駅

昔ながらの手法で育てた
イチゴの濃厚な甘味を満喫！

岩槻
いちご狩り
観光農園

さいたま
市内の
イチゴ狩り
スポット

大崎園芸植物園

イチゴ狩りDATA

■開園期間／〜 6月末

■入園料／￥1500(〜5/5㊗）
、
￥1200(5/7㊋〜31㊎）
、￥1000(6/1㊏〜30㊐）
■時間制限／食べ放題30分
■イチゴの品種／ 3種 章姫、紅ほっぺ、かおりの

春を迎え、さいたま市内で
もイチゴ農園が開園中。イ
チゴ狩りを6月までたっぷ
～りと楽しめる。ご当地ス
イーツが集う一大イベント
もチェック！

イチゴ狩りスポットもチェック。

釣上

浦和

岩槻駅

国道4号線

g大宮ソニックシティ第1〜3展示場、イベント広場 iさいたま市大宮区桜
木町1-7-5 1048･830･3955(埼玉県観光課）
、当日048･647･4034(埼玉県産業
文化センター） 610:00〜16:00 Pなし eJe大宮駅西口より徒歩5分

岩槻いちご狩り観光農園

浦和IC

w第2･3展示場には、購入し
たスイーツをその場で味わえ
るカフェコーナーもある

!?

さいたま市消防団

第2回さいたまTHE︵地︶スイーツフェア

食べると、洋酒の風味が
口の中に広がって、大人
っぽい味。これ
なら、お酒にも
合いそう！

イチゴシーズンまっただ中で、春スイーツが大集合

外側のモチがすごく柔ら
かくてフワフワ。小豆の
あんも入っていないし、
イチゴの存在感
もあって、洋
菓子みたい

いろんな顔があって楽し
い～。ムースみたいにな
めらかな木イチゴのク
リームが入って、お
いしい上にカワイイ

サクランボを原料にしたブランデ
ー・キルシュの風味とイチゴを合わ
せたムースリーヌが香り高い逸品。
なめらかなカスタードをサンド

市内の和洋菓子の名店が手がける注目作を、ＵＳＴＲＥＡＭの

木イチゴのバタークリームでコーテ
ィングした、ブタの形のキュートな
ケーキ。中に木イチゴの生クリーム
と巨大紅ほっぺが入って贅沢！

フレジェ
2￥
450

人気番組
「アマチアス」
の女子会メンバーが実食。甘いものに

人気のいちご大福は小豆あんや生
クリームではなく、ミルク風味の
あん入りのオリジナル。丸ごと包
んだとちおとめの酸味が絶妙

!!
目がない６名の意見は

3 ￥ぶ〜ちゃん
450（1個）

埼玉県産の素材を使ったご
当地スイーツが大集合！
チーズケーキで有名なダン
テなど地元の26店舗が出店。
イチゴスイーツもお目見え。

3

3

ト
（1 2）
もいっぱいあるよ。

㊐

菊田真衣子さん
（現役女子大生）

藤井愛莉さん
（現役女子大生）

1 ￥美園イチゴのタルト
500

岩槻

3/24

の中に巨大イチゴ発見!

iさいたま市大宮区大門町2-94
1048･641･1295
69:00〜18:30 d㊋ fなし Pなし
eJe大宮駅東口より徒歩3分

長谷川あやさん
（モデル・タレント）

中に入った超特大イチゴは、シェ
フの実家で栽培する新鮮な自家製
の朝摘み紅ほっぺ。キュートな顔
が描かれ、お祝いにもぴったり

（ ）
あや うわぁ、ロールケーキ

大正6年創業の和菓子の老舗。北海
道十勝産のあずきなど厳選素材で作
る風味豊かなあんは、すべて自家製。

5

ゆりか イチゴの果汁が、スポ

風土菓房 福呂屋

4

ンジに染みてジューシー。

ふ く ろ や

羽乃 あんみつ
（ ）
、大福
（ ）

大宮

5

ふうどかぼう

にイチゴも好相性だね。

iさいたま市桜区田島5-26-8
1048･837･3990
610:00〜20:00、喫茶11:30〜18:00(LO）
dなし f12席 P4台(無料)
eJ西浦和駅より徒歩1分

愛莉 イチゴスイーツならいく

約15種がそろうあんみつ専門店。北
軽井沢産の紫花豆など、厳選素材を
生かした製法でていねいに仕上げる。

らでも食べられるぅ～♪

わきち

和吉

彩 みんな甘いものが好き過ぎ

西浦和

4

て、番組でスイーツコーナーを

iさいたま市北区宮原町3-559
1048･651･6579
69:00〜20:00、㊌10:00〜20:00
d㊋(㊗の場合翌日） f7席 Pなし
eJ宮原駅西口よりすぐ

作っちゃったくらいだもんね。

動物をモチーフにした遊び心のある
ケーキが好評。卵の殻を容器にした、
うみたてプリン
（100円）
も有名。

羽乃 今日もペロッと完食しち

ラ･リーヴ 宮原店

ゃいました～。

宮原

3

アマチアス

イチゴ狩りも
楽しみ♪

3 ￥紅ほっぺロール
1200(長さ約17㎝）

若きシェフによる名パティスリー。
ショコラや旬の果物を使った、美し
く芸術的な約20種のケーキが並ぶ。
iさいたま市中央区大戸6-19-1 ピュール
大戸1F 1048･852･8268
611:00〜20:00、㊐㊗〜19:00
d㊋、第3㊊ f4席 Pなし
eJ南与野駅東口より徒歩3分

イチゴ女子会
してま〜す

白木ゆりかさん
（現役女子大生）

ホワイトチョコのムー
スってめずらしいし、
初めて～。見た目のデ
ザインもきれい♥

パティスリー カ シ ュ カ シ ュ

毎週㊍20:00 〜
USTREAM配信中！
埼玉女子会
×地域情報番組

いまが旬！

ベルギー産のなめ
らかなホワイトチ
ョコレートと、酸
味と甘みのバラン
スが絶妙なイチゴ
のムースの組み合
わせ。季節限定品

AMATIAS
キュートな女子6人が、埼
玉のニュースを生放送で発
信するUSTREAMの本格情
報番組。大宮の「パンダス
タジオさいたま」
から配信。
3www.amatiastv.com/

イチゴいっぱいの
春スイーツが食べた〜い

イチゴのムース
1￥
430

有名ホテル出身の朝田晋平シェフが
作るケーキは秀逸。数々の世界的な
コンクールでの受賞歴をもつ。

2

大きな紅ほっぺがとって
もジューシーで、すごす
ぎる！ 果汁が
生地に染み込
んでる感じが
おいしぃ～

!!

2

