人気

No.1

国産小麦、オーガニックのドライフルー
ツ、地場産野菜など、体に優しい食材を
使ったパンが評判。自家製天然酵母でじ
っくり醗酵した風味豊かな味わいをぜひ。

wカンパーニュ
(くるみレーズン)
￥1.6/gは量り売り。
4㎝からカット可

大宮公園

iさいたま市北区土呂町2-10-8 1048・665・
8060 610:30〜19:00 d㊐㊊ fなし
P3台(無料) eJ土呂駅東口より徒歩1分

写真提供：大宮アルディージャ

NACK５スタジアム大宮

ココが
スゴイゾ!

日本初のサッカー専用球技場で
アルディージャの地元ゲーム開催
大宮アルディージャのホームスタジアム
で、正式名称
「さいたま市大宮公園サッカ
ー場」
。1960年造営、現存する日本最古
のサッカー専用球技場であり、07年改修。

〝おお振り の
マンガ
コで誕生
名シーンはコ
奮闘中!

今季Ｊリーグで
上位進出を目指す！

ココが
スゴイゾ!

iさいたま市大宮区高鼻町4(大宮公園内）
1048･641･6391
7試合により異なる f2万500席
ee大宮公園駅より徒歩10分、Je大宮駅
東口より徒歩20分

職人の腕が冴える注目ベーカリー
奮闘中!

骨太になりリーグ制
覇、日本一を狙う!

〝
｢ 骨太！ライオンズイズム2013 をチー
ムスローガンに掲げ、リーグ優勝と日本
一を目指しチーム一丸で突き進みます｣
(埼玉西武ライオンズ ／渡辺久信監督）

パンの名店
「ビゴの店」
で12年修業したシ
ェフが営むお店。60〜70種のパンが並び、
お昼時には日替りピザ(200円）など惣菜パ
ンも充実。人気のクロワッサンはぜひ。
iさいたま市南区文蔵2-1-4 ロイヤルコーポラ
スE号室 1048・866・3500 610:00〜19:00
fなし d㊊、第1㊐ Pなし eJ南 浦 和
駅西口より徒歩5分

人気

No.1

w雨水貯留槽も設置
しており、屋根に降
った雨水を地下に貯
め、芝散水、トイレ
洗浄水、冷却塔補給
水に活用している

｢今季はＪリーグだけでなく、ACLの
戦いもあります。みなさんと一緒に
〝闘
い 幸せな一年になるように頑張りま
す｣(浦和レッズ／ペトロヴィッチ監督）
ア

ル

デ

カフェベーカリー ALDE

〝店内食べ歩き が大人気

好きなパンを好きなだけ楽しめる
〝店内
食べ歩き が好評。季節やイベントに合
わせたパンの種類が多いのも魅力！
iさいたま市中央区本町東5-18-20 ソレイユ
102 1048・607・3100 610:00〜19:00
d㊋ f16席 P3台(無料) eJ北与野駅
より徒歩10分 ※食べ歩き 610:30〜15:00
7950、小学生以下630、4歳以下250。60分制

手軽でおいしいピザがズラリ！

もっとリーズナブルに、手軽にピザを食
べられる店を作りたいと開業したのは、
3年前。いまでは常時12種が店頭に並び、
夕方には売切れ続出の人気店に！

e手前から時計回り
に、クレマフォルマ
ッジョ￥200、バー
ニャカウダー￥190、
メラグー (茄子とミ
ートソース) ￥200

AFCチャンピオンズ
リーグにチャレンジ

オ ッ テ ィ モ

本格ピザパン OtTIMO

iさいたま市浦和区常盤9-33-3 ピサロビル
1F 1048・825・2266 610:00〜19:00、
㊐㊗〜16:00 fなし dなし Pなし
eJ北浦和駅西口より徒歩3分

wもっちり野菜ロール
￥160。バジル生地に
ホウレン草＆トマト

人気

No.1
w手前から時計回り
に、イチゴのデニッ
シュ￥180、ぱくっと
さくっとミルフィーユ
￥250、ママの手作り
カスタードパン￥180

さいたま市は、実力派ベーカリー

iさいたま市桜区道場4-3-1
1048･851･5050 7試合により異なる
f2954席 eJ浦和駅西口より国際興業バ
ス大久保浄水場または桜区役所行約30分、
0桜区役所から徒歩すぐ

い
環境にやさし
ム"
ア
ジ
"エコスタ

eマルゲリータピザ
￥200。モッツァレ
ラチーズがたっぷり

が街のあちこちに点在する、知る

プロバスケットボールの埼玉ブロンコス
が、bjリーグで使用するホームアリーナ
の一つ。普段は一般開放され、フィット
今季も終盤戦に突入！ ネススタジオ、温水プールなども利用可。

ココが
スゴイゾ!

奮闘中!

北与野

普段は一般利用できるアリーナで
地元･ブロンコスを応援しよう！

wガレット各種￥240。
手前から時計回りに、
フランボワーズとホ
ワイトチョコ、お豆
と抹茶、あんずとホ
ワイトチョコ

人ぞ知るパンの街。いま注目の４

浦和

さいたま市記念総合体育館

1

店から、春色パンをお届け！

iさいたま市緑区中野田500
1048･812･2002 7試合により異なる
f6万3700席
eさいたま高速鉄道浦和美園駅より徒歩15分

wクロワッサン￥150。人気
醗酵バター入りで香 No.
り豊か。皮はパリッ、
中はしっとりで絶妙！

ⓒT.YAMAZOE

埼玉スタジアム2002

浦和レッズのホームゲームが開催される
ほか、サッカー日本代表の国際試合でも
使用。紙コップのリサイクルに取り組む
など、
｢エコスタジアム｣活動も実施。

w温水プールのさい
たま市内在住･在勤
者利用料金は一般･
学生が2時間￥400。
フィットネススタジ
オは同￥500と安価

侍スピリッツで勝負

リ ッ シ ュ

レッズサポーターが赤く染める、
日本最大級のサッカースタジアム

タジオや
フィットネスス 充実
も
温水プールなど

｢いつも変わらぬサポートをありがと
うございます。古き日本の侍のように
最後まで戦い続けます｣ (埼玉ブロン
コス／ウィリアムズヘッドコーチ）

プ テ ィ

Petit Riche

w土呂駅のすぐそばに
立つ瀟洒な建物が目印
rシンプルで清潔感あ
ふれる空間も素敵

北浦和

浦和美園

ココが
スゴイゾ!

南浦和

w1964(昭和39)年開
催の、東京オリンピ
ックではサッカー競技
会場の一つとして使
用された。改修後は
大型映像装置を設置

奮闘中!

埼玉県営大宮公園野球場

08年より埼玉西武ライオンズの公式戦
を毎年、数試合開催。高校野球･埼玉大
会のメイン会場でもあり、高校野球マン
ガ
『おおきく振りかぶって』
の舞台にも！

e手前から、シナモンの香り豊かな
シナモン1個￥150、あかしあハチミ
ツとよつ葉バターを使ったハチミツ
クリーム￥150、紅茶オレンジ￥180

ⓒSEIBU Lions

高校野球マンガにも登場！
ライオンズのプロ野球公式戦会場

最古の
現存する日本
球技場
サッカー専用

ⓒHiROKO WATANABe/SAITAMA BRONCOS/bj-league

wマンガ
『おおきく振
りかぶって』(講談社
刊)の主人公･ピッチ
ャー三橋 廉(みはし
れん）
が投球。名シー
ンを生んだマウンド
大宮公園

iさいたま市大宮区高鼻町4(大宮公園内）
「NACK５スタジアム大宮で、みなさん
1048･644･7950 7試合により異なる
とたくさん勝利の喜びをわかち合える
f1万5300席
チーム一丸となり頑張ります｣ (大
ee大宮公園駅より徒歩10分、Je大宮駅 よう、
宮アルディージャ／ベルデニック監督）
東口より徒歩20分

5

安心素材で作る風味豊かなパン

知ってた？

プロ4チームが公式戦を行うスポーツ王国さい
たま市が誇る、各試合会場のスゴさに迫る。
監督＆ヘッドコーチの抱負コメントも必読！

リ フ ィ ー ト
国産小麦
天然酵母 石窯パンLIFEAT

毎日
食べたい♪

さいたま市は実力派
ベーカリー天国だった!

スポーツ王国さいたま市は
こんなにスゴイゾ!

土呂

シーズン
到来

4

