冬 を た っ ぷ り 楽 し め る さ い た ま 市 の 魅 力 を 詰 め こ ん だ 超 保 存 版！
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気になる情報、一
気見せ！

さいたまの観光情報 さいず
表紙＝麺処 ほん田 niji（大宮）

おいしい一杯
急増中!

ほっこりあったか〜

冬のおススメ
スーパー銭湯
★ ★ ★
★ ★

冬のイルミ ほか 冬のイベントカレンダー
〜2016年
2/14㊐

さいたま新都心 けやきひろばイルミネーション
コクーンシティ イルミネーション

12/10㊍

十日市

ラーメン
Walker
編集部
プレゼンツ

12/12㊏

十二日まち

2016年
1/3㊐

与野七福神
仮装パレード ほか
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さいたま市の 今行くべき

ラーメン

BEST

ラーメンのプロフェッショナル
「ラーメンWalker」編集部が推薦！
さいたまLOVER's Interview

内藤裕子

さん

皆さんおなじみ、
NHKさいたま放送局アナウンサーの内藤裕子さん。
さいたまの 豊かな風土と歴史を誇るところ が好きです、
と話す内藤アナウンサーがこっそり教える、
お気に入りSPOTをご紹介します！

A ●浦和駅西口
鶏そば 一瑳
いっ

北浦和

さ

線
東北
京浜
JR 和駅
浦

とり

伊勢丹
浦和店
西口

浦和
コルソ

鶏の旨味を生かし切る！

交番
ウエルシア

三菱ＵＦＪ

豚は一切使わず、鶏の持ち味を余す 信託銀行
鶏そば 一瑳 南浦和
ことなく引き出したスープが魅力。
胚芽を加えた自家製麺との相性も抜 iさいたま市浦和区高砂1-8-11
群だ。一番だしを使った＂あっさり＂ 1048･822･6611
6 11:00 〜 15:00（ LO ）、18:00 〜翌
と、強火で炊いた＂濃厚＂がある。

1:00（LO） f16席 3
dなし ※12/31㊍は夕方閉店
（ス
ープがなくなり次第終了）
Pなし
eJ浦和駅西口より徒歩2分

めん どころ

だ

にじ

東口

西口
鐘塚公園

大宮
ソニック
シティ

「頑者」
グループも参加!

半
半額ラーメン

旨いラーメンを食べら
れる店を何軒も知って
しまい、抜け出せなく
なりました。好きなラ
ーメンのタイプは、濃
厚煮干しラーメン!

版から
前年

掲載店大幅入れ替え
1店ずつ

食べ歩いて厳選!

157軒

全

で

スマホ
いつでも

見られる!

WEB、
スマホも超連動
ramen.walkerplus.com/

ラーメンWalker

版
電子
付き

埼玉

2016

濃厚味噌が旨い!

ウォーカームック

miso style となみ（西浦和）

定価
（本体

800円）＋税税

「頑者」
グループも参加!

得 半額ラーメン
○

操作・調整は一切なし!

本気ランキング
ガチ

結果発表!

新横浜 の
物館
ラーメン博
ス
年間フリーパ

7000

円
総額約 クーポン
総
相当の

新店
付き
引換券

定価 本体

800円 ＋税

本命

麺王国に新時代来たる!

半額
クー
ク ポン

●ウォーカームック№ 581 2015年10月8日発行・発売 発行人●馬庭教二 編集人●長瀬正明
発行／株式会社KADOKAWA 〒102-8177 東京都千代田区富士見2-13-3
営業☎03・3238・5460 編集☎03・3238・8488 広告☎03・3238・8421

ラーメンは、各店の個
性の違いが魅力。最近
のさいたま市は、名店
ぞろいの浦和、有名店
が続々進出する大宮と、
目が離せません。

常に進化していて、新
しい一杯が次々に登場
するラーメン。常に目
が離せません！ さい
たま市内は新店も続々。
今後も注目してます。

7000

総額約
円
相当のクーポン付き!

最新の旨い店 全157 軒紹介!
千葉
埼玉 2016

500杯

ったんです。ですが、ここ２～３

ま市内に系列店を出店。そういっ

埼玉

1,400杯

●今まで食べたラーメンの数／

年で、東京の有名店
﹃ほん田﹄
の系

た流れに刺激を受けた地元店舗も

ラーメンWalker編集部が太鼓判

●今まで食べたラーメンの数／

ラーメンWalker編集部員
越智龍二さん＝●
（編集部歴3年）

列店﹃麺処 ほん田 nij i﹄をは

つある大宮周辺をはじめ、さいた

次第にレベルを上げ、急激に激戦

じめ、各地の名店が次々とさいた

ま市内で今食べておくべきラーメ

区化してきている注目の地です」

近年、ラーメン激戦区となりつ

ンを、「ラーメンWalker」
編集

「柳麺 呉田 goden」の店主は関西出身。店名は、関西を代表する祭りの一つ、
＂岸和田だんじり祭＂で、山車を出す地区の名称「呉田」に由来している。

部のみなさんが厳選。あわせて、

埼玉を代表するといっても過言
ではない、濃厚スープのつけ麺。
魚介がガツンと来るどろっとした
スープが、コシのある自家製太麺
によく絡む。カレー味もオススメ

煮干しやサバ節などを使い13時間以
上かけてじっくり仕込む濃厚スープに、
2種の国産小麦と国産小麦の全粒粉を
合わせたコシのある麺が絶妙に絡む。
別盛りの具材も豪華で食べ応え満点

とは、ラーメンWalker統括

￥1,080

さいたま市のラーメン事情をお伺

特選つけ麺

今年は、北千住の人気店「マタ

Bこってり

味わい!!
な
厚
濃
ツン！
魚介がガ

ラーメンWalker編集長
長瀬正明さん＝●
（編集部歴5年）

編集長・矢野高宗氏。

鶏ガラ、豚骨の味を存分に引き出すため、骨
を砕いてから強火で炊き上げるこだわり。一
見して濃厚だが臭みは一切なく、魚介の風味
と動物系の旨味が食欲を一気にかきたてる

いしました。

iさいたま市北区東大成町1-544
1048･652･6799 611:15〜15:30、
17:30〜20:30、㊏㊗11:00〜15:30、
17:00〜20:00、㊐11:00〜18:00※ス
ープがなくなり次第終了
d㊊、
第2･4㊋ ※年末年始は未定
f10席 3 P3台
（無料）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩10分

￥800

ドール」出身者の店「麺家Shu

北大宮駅

大宮

大宮警察署

大宮中央
総合病院

つけ麺は＂麺が主役＂と、独自の製法
で麺の旨さを追求。国産の強力粉を
使った自家製太麺は、コシと弾力が
楽しめる。濃厚つけ汁との力強いコ
ンビネーションに人気集中！

4種が味わえるチャーシュー、3
種から1種を選べるメンマなどの
具材が別皿で盛られた贅沢な一杯。
豚骨魚介の濃厚なスープにモチモ
チとした食感の麺も好相性

「もともと埼玉県は、東武東上線

164

マルエツ

大宮公園
東武野田線

狼煙

狼煙

E つけ麺

men Doushi」や、今はな

iさいたま市浦和区常盤9-16-7
1048･764･8316
611:00〜14:30、
17:00〜22:00、
㊏11：00〜16：00、
18：00〜22：00、
㊐㊗11：00〜16：00
dなし ※年末年始は未定
f12席 3 Pなし
eJ北浦和駅西口より徒歩3分

沿線に旨いラーメン店が集中して

柳麺 呉田
goden

常盤小

丹波黒鶏や国産豚など素材を厳
選し、味もビジュアルも美しい一
杯。トロロ昆布が、まろやかな旨
味で全体を包み込む。店主は「ち
ゃぶ屋」
（護国寺・閉店）出身

き名店「ちゃぶ屋」出身者の店「柳

県立近代美術館

加茂宮

のろし

行列必至の濃厚つけ麺

3

西口

浦和

●鉄道博物館駅

17

ミニストップ
常盤
北浦和公園 九丁目

ル
シャト
ニュー 鉄道博物館駅

E

与野

JR京浜
東北線

道

駅

15年2月開店の注目店。2種類の地鶏
を贅沢に使った上品な味わいのスー
プが魅力で、小麦本来の風味を生か
した自家製麺がよく絡む。カフェの
ようなおしゃれな空間も心地いい。

山

和

地鶏を丁寧に炊いた絶品スープ

中

いる傾向がありました。そのせい

でん

もあってか、千葉市や横浜市に比

ご

地鶏をメインに豚骨、魚介で丁寧にとったス
ープは、素材の味が見事にコラボし、あとを
引く味わい。麺には主に県内産の小麦を使用。
噛むほどに小麦の甘味、風味が感じられる

浦

りゅう めん

￥770

豪華！
も
材
具
、
チモチ麺
モ
に
プ
濃厚スー

北

D ●北浦和駅西口
柳麺 呉田 goden

D 塩らーめん

◎
家製麺が
自
る
香
小麦が

麺 呉田 goden」
などが登場。

18:00〜23:00、㊏㊐㊗〜23:30
d㊊（㊗の場合は翌日）、12/31㊍、
16 年1/1㊗※その他年末年始は未
定 f9席 3 P1台
（無料）
eJ南与野駅東口より徒歩7分

さらに激戦区化＆レベルアップ間

元フレンチの料理人が展開する異色
中浦和
のラーメン店が15年1月オープン。
牛骨など多彩な食材を使ったスープ iさいたま市中央区新中里2-1-11
は深い味わいが魅力。スープにより 1048･789･7918
麺を使い分けるなどバランスを追求。 611:30〜15:00、㊏㊐㊗〜15:30、

北千住「マタドール」出身の店主
による、牛、豚、鶏の動物系スー
プに旨味凝縮。若鶏と鴨をかけ合
わせた香味油、煮こごりから溶け
出る牛の旨味が豊かなコクを醸す

スープは牛や豚などたくさんの
素材の持ち味が絶妙に調和した、
優しい味わい。トッピングされ
た牛の煮こごりが徐々にスープ
に溶け出して、食べ進むほどに
旨味が増してくる

べ、首都圏の県庁所在地のなかで

セブンイレブン

￥950

違いなしで、目が離せません。

463

東口
野駅
南与

線
埼京
JR

オリジナリティに注目

麺家 Shumen
Doushi

与野本町

SOBA

も割とラーメン無風状態にあった

どうし

「ラーメンＷalker 埼玉2016」
の編集部が自信を持ってオススメする、今食べるべきさいたま市の
厳選ラーメンが勢ぞろい！ いずれ劣らぬ人気店だけに、並ぶのを覚悟で訪れたい‼

のが、さいたま市エリアの特徴だ

しゅめん

ドラッグセイムズ

や

に競演！
事
見
が
素材
牛、豚など

C 極正油

名店が続々進出で
激戦区化が進む注目の地

り次第終了、12/31㊍は昼（閉店時
間未定）
のみ
d16年1/1㊗〜3㊐
f17席 3 Pなし
eJe㋥大宮駅西口より徒歩7分

めん

ン
メ
ー
ラ

、鶏の旨味
る
渡
み
じんわり染

通常の2倍の材料を使い濃厚に仕上
そごう さいたま
大宮店 新都心
17
げたスープに、ツルツル、プリプリ
の麺。鶏、煮豚バラなど、炭火で炙 iさいたま市大宮区桜木町2-324-1
った4種のチャーシュー、穂先など3 1048･642･1575
種のメンマと、具材にもこだわりが。 611:00〜23:00 ※材料がなくな

C ●南与野駅東口
麺家 Shumen Doushi

べ
く
行
、
今

スープを口に含むと鶏の旨味がふわ～っと広
がり、思わずヤミツキに。喉越しのよい細麺
に、上品な味わいのスープが絶妙に絡み合う。
鶏モモ肉のチャーシューの柔らかさも◎

ダイエー

麺処
ほん田 niji

の
lker
a
W
市
ま
た
推薦
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さ
き

Aあっさり鶏そば
￥750

鉄道博物館

セブンイレブン

駅
大宮

丁寧な仕事ぶりが光る行列店！

りそな
銀行

B ●大宮駅西口
麺処 ほん田 niji

ラーメン

岩手県産あべ鶏の鶏ガラメイン
に、モミジやぼんじり、首肉などを
長時間炊き出した鶏白湯（パイタ
ン）スープが絶品。加水率の高い
自家製麺はスープとの相性も抜群

●名店出身 ●ネクストブランド ●魚介の進撃 ●進化形味噌
●熟成復活 ●まぜそばサードウェーブ ●G系百花繚乱
RW2016_cover_YELLOW_.indd

ラーメンWalker統括編集長
矢野高宗さん
（編集部歴7年）
●今まで食べたラーメンの数／

2,500杯

「麺処 ほん田 niji」では、毎月24日（㊐㊗は翌日）に限定240食の限定麺が登場する。毎月全く異なるラーメンがお目見えするので、ぜひチェックしよう！
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2015/10/09

13:23:12

全国17エリアで発行のラ
ーメン専門誌。Webやス
マホサイトとも連携し、
ラーメン業界の最新情報
を発信。埼玉版は全157
店舗が登場！

2

協会
が
ご案
内!!

際

冬のイルミ&
イベントカレンダー

国

観
さいたま

光

い
まいま

街中にイルミがともればいよいよ冬本番。十日市や与野
七福神仮装パレードなど、年末年始らしい行事も楽しみ。

16年1/13㊌〜18㊊
大宮髙島屋開店45周年記念

12月

6F
催会場

大宮髙島屋

〜16年2/14㊐
コクーンシティイルミネーション

gコクーンシティ
（大宮区）
1048・601・5050
（代）
（コクーンシティ）

A

12/10㊍ 十日市

g武蔵一宮氷川神社及びその周辺
（大宮区） ※1

12/12㊏ 十二日まち

g調神社及びその周辺
（浦和区） ※1

12/22㊋ 一山神社冬至祭

g一山神社
（中央区） ※2

2016年1月

富山県が誇る豊かな食文化や工芸品を
紹介。食事処では、真っ黒なスープが
特長の醤油ラーメン＂富山ブラック＂も
登場。豊かな風味を楽しめる。

●大宮駅東口

gさいたま新都心けやきひろば
（中央区）
1048・601・1122
（さいたまアリーナ）

1F正面ホールで「リトルプリンス星の
王子さまと私 クリスマスショップ」を
～12/25㊎開催中。A4クリアファイル
432円、クッション（約45×45㎝）3,240
円など、原作「星の王子さま」や映画
のキャラクターのアイテムが並ぶ。

B

iさいたま市大宮区大門町1-32
1048･643･1111
610：00〜19：30、
12/31㊍9：30〜18：00
d16年1/1㊗
P提携駐車場利用（￥3,000以上の利用で120
分まで無料）
eJe㋥大宮駅東口より徒歩2分

1/3㊐ 与野七福神仮装パレード

〜12/25㊎

g与野本町通り周辺
（中央区）※1

Xʼmasトリック
幻想ストリートアート

1/16㊏・1/17㊐
2015/16V・プレミアリーグ
女子さいたま大会

gさいたま市記念総合体育館
（桜区）
1080・9561・5400
（埼玉県バレーボール協会）

C

1/16㊏〜2月上旬
第8回ロウバイ観賞・ミニまつり

g石井実生園・ハナミズキの森
（見沼区）
1048・684・2781
（石井実生園）

2月
2/20㊏〜3/6㊐ 梅まつり

g大宮第二公園
（大宮区）
1048・642・2228
（大宮第二・第三公園管理事務所）

D

2/27㊏〜3/13㊐ 第13回まちかど雛めぐり

g岩槻駅東口周辺商店街
（岩槻区）
1070・1274・4971
（同実行委員会）

岩合光昭写真展
「ふるさとのねこ」

●大宮駅西口

丸井大宮店
この冬は、丸井大宮店館内にトリック
アートが出現！ ＂見て、触って、写
真を撮って＂楽しめる、新しいジャン
ルの幻想アート。館内各所にトリック
アートが設置されており、不思議なア
ートの世界を体感できる。

Dハートのモチーフがかわいらしいクリ
スマスツリーがお出迎えしてくれる

コチラもチェック！
〜16年2/14㊐

今年のクリスマスのテーマは、
＂LOVE
&GIFT＂
。ハートモチーフのツリーが
店頭に登場し、クリスマスムードを盛
り上げる！ 617：00～24：00（予定）

●浦和駅東口

浦和パルコ
iさいたま市大宮区大成町3-47
1048・651・0088
610：00〜18：00※入館は17：30まで
d㊋（㊗の場合開館）、12/29㊋〜16年1/1
㊗ 7￥1,000、
小・中・高校生￥500、
幼児
￥200 P280台
（￥500/1日）
e㋥鉄道博物館駅より徒歩1分

そごう大宮店
～12/25㊎は、2F大宮駅側の入口に高さ2.5
ｍのクリスマスツリーがお目見え。きらめく
オーナメントがクリスマスムードを盛り上げ
る。12/23㊗～30㊌は、年末年始に備えたい品
が充実の＂食品歳末お買い得市＂を開催。

iさいたま市大宮区桜木町1-6-2
1048･646･2111
（代）
610：00〜20：00、
12/18㊎〜24㊍〜20：30、31
㊍〜19：00、
B1食品売場9：00〜19：00※一部店
舗により異なる dなし
P698台
（最初の60分￥400、
以降￥250/30分、
￥2,000以上の利用で120分無料）
eJe㋥大宮駅西口より徒歩3分

クリスマスのイルミネーションや冬のセール、
初売り、福袋など、年末年始のデパート＆ショ
ッピングモールは、楽しみがいっぱい。しっか
りチェックして、お目当てをお見逃しなく！

D館内には、クリスマスコレク
ションを紹介するポスターが登
場し、気分を盛り上げてくれる

〜12/25㊎

ショッピング★ラリー

●大宮駅直結

ルミネ大宮店
～12/25㊎は、
＂オシャレメンズがおすすめ！
ギフト★コレクション＂をはじめ、クリスマ
スイベントが続々。12/12㊏～は、ルミネ2
の4Fにあるレストラン休憩スペースで、
＂週
末★クリスマス手作り体験＂を楽しもう！

1F
正面入口

クリスマス
イルミネーション

日本鉄道の建設工事に活躍した善光号機関車

7F
催事場

全館

ショッピングと、食品orレストラン各
1枚のレシート計2枚を集めると、
「キ
ラキラアイテム」プレゼント。
（毎日先
着100名、対象外店舗･金額条件あり）
iさいたま市大宮区錦町630
1048･645･1411
（代）
6 10：00 〜 21：00 、レストラン 11：00 〜 22：00
（LO21：30）
、
12/31㊍10：00〜19：00（全館）※一
部店舗により異なる d16 年1/1㊗※一部店
舗は営業予定 P大宮駅屋上駐車場約470台、
さいたま市営駐車場約670台
（￥200/30分ほか、
￥3,000以上の利用で120分無料）
eJe㋥大宮駅より徒歩1分

D浦和駅西口からすぐの好立地。初売り
では、お得度抜群な福袋を狙いたい！

〜12/25㊎

鉄道博物館

●大宮駅西口

B1
食料品
フロア

iさいたま市大宮区桜木町 2-3 1 048･642･
0101 610：30〜20：30、㊐㊗10：00〜20：00（翌
日が休日の場合は〜 20：30 ）、12/31㊍ 10：30 〜
18：30、16年1/2㊏10：00〜20：30 ※一部店舗
により異なる、12/19㊏〜25㊎は、閉店時間が異
なるので要問い合わせ d1/1㊗ P提携駐車
場利用（￥150/30分ほか、￥2,000以上の利用で
120分無料） eJe㋥大宮駅西口より徒歩2分

浦和

動物写真家･岩合光昭氏撮影のネコの写
真を展示。ネコグッズ販売も。16年1/2㊏、
5㊋は「トーク＆サイン会」
。各日11：00、
14：00 7入場￥500、高校生以下無料

クリスマスムードあふれる館内で、ト
リックアートが楽しめる。場所は、
2F正面入口、3F下りエスカレータ前、
7Fレストラン街。7参加無料

※1 1048・647・8339
（さいたま観光国際協会、
9:00〜17:45、㊏㊐㊗、
12/29㊋〜31㊍休み）
※2 1048・829・1723
（さいたま市文化財保護課、
8:30〜17:15、㊏㊐㊗、
12/29㊋〜31㊍休み）、1048・835・3156（さいたまコールセンター）

1885（明治18）年3月、日本初の私設
鉄道・日本鉄道が、現在の高崎線に
大宮駅を設置。同年7月、大宮～宇
都宮間が開業した。本展では、大宮
及びその周辺地域が鉄道と共に発展
してきた歩みを紹介する。

16年1/1㊗〜11㊗

Dトリックアートにサンタクロースが登
場。記念撮影ができるのもうれしい！

1/1㊗ 日進餅つき踊り
g日進神社
（北区） ※2

駅
大宮
駅、

Dキラキラと輝くツリーが華や
か。期間中は各フロアでクリス
マスギフトも多数登場

富山県の物産と観光展

〜16年1/11㊗ さいたま新都心
けやきひろばイルミネーション

第13回企画展
「大宮駅・宇都宮線開業
130周年企画展OH ! MIYA HISTORY」

周辺

D16年1/2㊏～19㊋ の「WINTER 2016
タカシマヤクリアランス」も楽しみ！

iさいたま市浦和区東高砂町11-1
1048･611･8000 610：00〜21：00、
12/31㊍

12/18㊎～25㊎は＂謎解きイベント 迷 10：00〜19：00、16年1/1㊗9：00〜18：00、レス
子のパルコアラサンタを探し出せ！＂ トラン街11：00〜23：00、12/31㊍〜19：00、16
開催。パルコアラサンタを見つけると 年1/1㊗〜18：00※B1ほか、一部店舗により異
なる dなし
プレゼントがもらえるチャンス（各日
P提携駐車場利用（￥200/30分ほか、
￥3,000
先着100人、当日利用のレシート提示）
。 以上の利用で120分サービス）
1/1㊗～17㊐はグランバザールも。
eJ浦和駅東口より徒歩1分

12/21㊊〜25㊎

クリスマスプレゼント
抽選会
●浦和駅西口

浦和コルソ
コミュニティプラザ
クリスマスプレゼントが当たるプレゼント抽
選会を12/21㊊～25㊎に実施。国内旅行をは
じめ、豪華な賞品が続々登場する。また、16
年1/3㊐の初売りには、福袋も販売。1/3㊐
～12㊋は、クリアランスセールも開催する。

2F
特設会場

期間中、館内店舗でのお買い物￥3,000
（税込）ごとに1回、抽選会に参加でき
る。1泊2日の国内旅行をはじめ、豪
華な賞品が多彩にお目見えする。
iさいたま市浦和区高砂1-12-1
1048･824･5555
610：00〜20：00、
飲食店11：00〜22：00、
12/31
㊍10：00〜18：00、
B1食料品売場9：00〜19：00、
飲食店11：00〜19：00※一部店舗により異なる
d16年1/1㊗･2㊏
P提携駐車場利用
（￥2,100以上利用で60分無
料） eJ浦和駅西口より徒歩1分

4クリスマスステーションには、オーナメントや
北欧雑貨など、センスのいい品が豊富！

12/26㊏〜31㊍

大歳の市

B1
食料品
フロア

年越しそばや生鮮食品、お菓子、
酒類、おせち食材など、年末年始
の食卓を飾る食品がズラリ。お年
賀ギフトに最適な干支にちなんだ
品も並ぶ。数量限定でおせちセッ
トの当日販売もあり。

16年1/3㊐〜5㊋

新春祭

全館

食料品をはじめ、ファッション、
雑貨、
リビング用品などの＂福袋＂
（1/3㊐・4㊊のみ）
、
豪華商品や夢
を叶える
＂開運デラックスパック＂
、
中身が見える＂スペシャルパック＂
などが多数登場！

●浦和駅西口

伊勢丹浦和店
～12/25㊎は、6Fリビングフロアに「ク
リスマスステーション」が登場。
＂家族で
楽しめるクリスマス＂をテーマに、バラ
エティに富んだインテリア雑貨が充実。
16年1/3㊐～5㊋は、7F催物会場で「大壱
万均一祭」も開催する。

iさいたま市浦和区高砂1-15-1
1048・834・1111
（代）
610：30〜19：30、1F・B1〜20：00、
レストラン街11：00〜22：00、
12/31
㊍10：00〜18：00、
食品のみ9：00〜、
16年1/3㊐10：00〜19：30、1F・B1〜
20：00
d 16 年 1/1 ㊗・2 ㊏ P 167 台（￥
400/60分、以降￥200/30分、合計￥
3,000以上の利用で120分無料）
eJ浦和駅西口より徒歩1分

年中無休・24時間営業

サウナ・スパ & カプセル・ビジネスホテル
JR大宮駅東口徒歩 3 分 南銀座通り

〒330-0845

さいたま市大宮区仲町1-119-1（パークプラザ大宮ビル）

T E L 0 4 8（ 6 4 3 ）5 8 1 1（ 代 ） FA X 0 4 8（ 6 4 3 ）3 1 3 7
http://www.parkplazahotel.net/
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「鉄道博物館」では、12/19㊏～25㊎にクリスマスイベントを開催。～16年2/15㊊はパークゾーンでイルミネーションも楽しめる。616:30～22:00、16年1/18㊊以降は17:00～22:00

「伊勢丹浦和店」では、12/25㊎～31㊍に各階でスペシャルセールを開催。また初売りは、各階セールに加え、16年1/3㊐・4㊊は7Fアートホールで＂ハッピープライスバーゲン＂も！

4

s vol.6
さいたまLOVER ’

NHKさいたま放送局 アナウンサー

寒さが厳しくなってくるこの季節。近場の湯処で、
じっくりと湯につかれば、心も体もポカポカに。
年末年始ならではのイベントも楽しみ！

NHKさいたま放送局のアナウンサーとして、日々、埼玉の魅力を
全国に伝える内藤裕子さん。さいたま市で見つけた、
ホッとくつろげるお気に入りの場所を教えてくれました。

●北浦和駅東口

iさいたま市浦和
区元町2-18-12
セブン-イレブン
1 048･678･1126
610:00〜翌1：00
１
０
０円
和の風情漂う露天では、岩風
（最終受付24:00）
ショップ
セリア
d第 3 ㊌（ 2･8 月は
東口 65
呂や信楽焼の壺湯でゆったり。
湯屋敷 除く）
洞窟内の寝湯、ジェット噴流
孝楽
P100台
（無料）
浦和
で全身のツボをマッサージす
eJ京浜東北線北
る爽流の湯、足つぼ湯など、 浦和駅東口より徒歩7分
ゆ

Fハイキングコースとしても人気

日本近代漫画の先駆者・北沢楽天の晩年の住
居跡に建てられた、日本初の公立漫画美術館。
楽天の晩年の画室の保存・展示、所蔵する漫
画単行本の公開のほか、企画漫画展も開催。

かい

そう

●レンタル／タオルセット￥200、館内着￥200、
手ぶらセット￥370（タオルセット＋館内着）
●アメニティ／リンスインシャンプー、ボディソ
ープ、ドライヤーあり
●風呂数／内湯：男女各9、露天：男女各3

じ

おん

せん

風呂DATA

●レンタル／フェイスタオル無料、
バスタオル￥100、館内着￥300

iさいたま市西区大
字清河寺683-4
1048･625･7373
清河寺
610:00〜翌1:00、
㊏
清河寺
㊐㊗ 9:00 〜（最終受
宮前
付24:30）
IC
dなし※設備点検の
ための休館あり
北口 宮前IC西
西大宮駅 大宮駅
指扇
P200台
（無料）
eJ西大宮駅北口より徒歩18分、Je㋥大宮駅
西口より東武バス8番乗り場で平方行など約17
分0清河寺から徒歩1分

●レンタル／フェイスタオル￥80、
バスタオル￥100

●アメニティ／シャンプー、リンス、
ボディソープ、ドライヤーあり
●風呂数／内湯：男女各7、露天：
男女各6

F足湯や貸し部屋などもある
Dぬる湯、あつ湯などが配さ
れた野天風呂

さいたま
清河寺温泉

●アメニティ／シャンプー、リンス、
ボディソープ、ドライヤーあり

日進

●料金／大人￥700、3〜12歳￥350、
㊏㊐㊗大人￥800、3〜12歳￥400、
3歳未満無料 ※おむつが取れて
いない子供は、脱衣所の利用およ
び入浴は不可

JR川越線

竹林を眺めつつゆったりと天然温泉を楽し
める湯処。6つの浴槽を配した露天はすべ
て源泉かけ流しで、つかるうちに肌がスベ
スベに。食事処などの施設も充実。
パス
バイ
宮
大
新

iさいたま市西区三
橋5-1010
2
1048･620･1126
三橋
610:00〜翌2:00
（最
五丁目北
終入館翌1:30）
湯快爽快
湯けむり横丁 17
dなし※施設点検の
おおみや
ための休館あり
P200台
（無料）
新大宮バイパス
eJe㋥大宮駅西口
より西武バス西遊馬行約15分0三橋五丁目から
徒歩1分※J e㋥大宮駅西口より無料送迎バス
あり
三橋総合
公園

風呂DATA

がん

●料金／大人￥850（㊏㊐㊗￥1,050）
、
小 学 生 以 下￥450、2歳 以 下 無 料
（おむつのとれていない子供は入
浴不可） ※平日限定でお手軽2
時間券￥650あり

西区役所

「さいたま市大宮盆栽美術館」では、16年2/19㊎～3/30㊌に春季特別展「大宮盆栽村の歴史展Ⅲ」を開催。大宮盆栽村と共に世界における盆栽の発展･普及に尽力した男達の姿を紹介

期間中、大人入館
の方対象に、孝楽
名入りタオル（各
日 先 着500人 ）
、
干支根付（各日先
着200人）
をプレゼ
ント。

せい

よこ ちょう

三橋
五丁目

●料金／大人￥600、小学生￥300、3歳以上￥
200、㊏㊐㊗大人￥700、小学生￥350、3歳以上
￥250、2歳以下無料

さいたま清河寺温泉

西大宮バイパス

都市と自然が同居する
埼玉の魅力を日々発信

85

ＮＨＫさいたま放送局の「日刊！

さいたま～ず」
︵ＦＭ ・1Mhz ／

秩父 ・5Mhz︶ほか、数々の番

組で活躍する内藤裕子さん。

さいたま市は、都心に隣接しなが

「埼玉に赴任して今年で 年目。

ら豊かな自然を感じられるのが魅

力。なかでも、見沼たんぼの四季

折々の田園風景がお気に入りです。

冬には白鳥の飛来も見られ、季節

ならではの楽しみが味わえます。

様々に意匠を凝らした盆栽が見事。

﹃さいたま市大宮盆栽美術館﹄
では、

人の手を借りつつ、年月の経過と

共に美しくなる盆栽を眺めると、

時間の流れがゆったり感じられ、

大きなエネルギーをもらえる気が

します。﹃さいたま市立漫画会館﹄

は、マンガと共に育った私にとっ

て懐かしい場所。マンガの祖と言

われる北沢楽天氏の住居を利用し

子さんの手により現在の形になっ

た施設で、氏の没後、夫人とお弟

たという逸話に感動しました。

さいたま市は都市と自然が同居

する街。﹃日刊！さいたま～ず﹄で

も、さいたま市や埼玉の魅力を掘

り起こそうと、街におじゃまして

4

83

冬至の日に柚子湯に入
ると無病息災で暮らせ
ると言うのにちなみ、
孝楽の湯にて生柚子湯
を実施。柚子の香りに
よるリラックス効果と
皮に含まれる精油成分
が体を芯まで温める。

風呂DATA

16年1/1㊗〜3㊐
お年賀プレゼント

●西大宮駅北口

大宮駅

F真・行・草の3つにわかれ
た＂座敷飾りコーナー＂ D
庭には盆栽の名品が多数。
「多彩な角度で盆栽を楽し
めるのが魅力」と内藤さん

生ゆず湯

かい

湯けむり横丁 おおみや

盆栽の名品をはじめ、盆器や水石と呼ばれる
鑑賞石、盆栽が登場する浮世絵なども展示。
盆栽の鑑賞方法がわかるギャラリートーク、
子供向けワークショップなども楽しい。

冬至の日イベント

●大宮駅西口

地下1,500ｍから湧き出る湯は、別名＂熱の
湯＂とも言われ、保温効果抜群。健康促進
やリラックスにぴったりな薬湯を実施する
日も。手作り料理を楽しめる食事処も好評。

iさいたま市北区土呂町2-24-3
1048･780･2091 69：00〜16：00、
3〜10月は
〜16：30※入館は各30分前まで d㊍、
12/29
㊋〜 16 年 1/3 ㊐ 7入館￥ 300 、高校生・大学
生・65歳以上￥150、
小・中学生￥100 P39台
（120分無料） eJ土呂駅東口より徒歩5分

インタビューしています。見かけ

たらぜひ、声をかけてください」

ないとうゆうこ●1976年生
まれ。NHKさいたま放送
局アナウンサー。
「日刊！さ
いたま～ず」
（FM・埼玉）
、
「ひるブラ」
、
「あさイチ」な
どで埼玉の話題を発信。

多彩な浴槽も楽しい。浴後は
食事処や癒し処でのんびり。

ゆ

さいたま市大宮盆栽美術館

iさいたま市見沼区・緑区ほか
6見学自由（田んぼや畑などの私有地は立
入禁止です）
eJさいたま新都心駅東口、Je㋥大宮駅
東口などより各所へ

らく

湯快爽快

●土呂駅東口

さいたま新都心駅や大宮駅などから2～
3kmにありながら、広大な田園風景が残る
場所。白鳥が飛来する冬、サクラが咲き誇
る春など、四季を通じて豊かな自然が魅力。

7

さいたま市立漫画会館

ゆ

見沼たんぼ

こう

駅
和
浦
北

●さいたま新都心駅東口ほか

しき

湯屋敷 孝楽

●大宮公園駅

iさいたま市北区盆栽町150
1048・663･1541 69：00〜16：30
d㊊（㊗の場合は翌日）、㊗の翌日、12/28㊊〜
16年1/4㊊ 7入館無料 Pなし
ee大宮公園駅より徒歩5分、
J土呂駅東口よ
り徒歩15分

F盆栽町に立つ美術館S北
沢楽天と夫人が慈しんだ日本
庭園も残る。～16年2/14㊐は、
「生誕140周年記念 北沢楽天
と仲間たち展」を開催

や

与野

静か
たたず な
ま
庭園も いの
すてき

JR京浜東北線

F「さいたま市立漫画会館」で、懐かしの1冊を発見。思わず歓声を上げるシーンも

●風呂数／内湯：男女各6、露天：
男女各6

F16年2月は10周年記念のイ
ベントを開催D生源泉湯や岩
風呂などがある露天

さいたま市内には日帰りで利用できる入浴施設がまだまだ充実。
「小さな旅 むさしの湯」
「見沼天然温泉 小春日和」
、
「おふろcafé utatane」なども、ぜひチェックしてみよう！
、
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REDS WAVEが87.3MHzに！
放送区域も市内全域に拡大
これまで浦和区を
中心に放送してき
たREDS WAVE
が、11月より、さ
いたま市内全域・
全10区に放送区域
を大幅拡大。周波数もこれまでの78.3MHz
から＂87.3MHz＂に変更に。また、
社名も
「City
FMさいたま株式会社」に一新。地域に密接
した放送を、より広い地域で楽しめるように
なったと好評だ。1048・834・0783

市内4酒造が女性向け純米酒
サイタマくらし を新発売‼
さいたま市内の4つの蔵元で作られた純米酒
を、かわいらしいボトルに詰めた「サイタマ
くらし」が11月発売。パッケージは、埼玉大
学で美術教育を専攻する女子大学院生による
もので、各蔵の銘柄をイメージした模様に。
飲み終えたら、付属のキャップに取り換えて
調味料入れやマイボトルとして利用OK。

さいたま市最旬 NEWS
さいたま市で注目のニュースをいち早くご紹介！ 今回は、Ⓙ浦和駅にオープンしたばか
りの「アトレ浦和」や、市内の4酒造が共同開発した女性向け純米酒をチェック！

観光案内所や市民の窓口も併設！
JR浦和駅に「アトレ浦和」開業

North
Area

11/25、浦和駅高架下に「アトレ浦和」
が誕生。新たに開設されたアトレ北口
改札直結の＂North Area＂と＂South
Area＂の2つのエリアからなり、グル
メやショップなど30店が登場。
iさいたま市浦和区高砂1-16-12
1048・755・9130
（代） 610：00〜21：00※
一部店舗により異なる d年数回不定
P47台
（￥200/30分） eJ浦和駅直結

FSuica専用のアトレ
北口改札に直結。浦和
駅西口側の道路に面し
レストランも

BOOK&カフェ
「浦和 蔦屋書店」誕生
大人が憧れる上質な生活を提案す
る「代官山 蔦屋書店」のDNAを受
け継ぐ「浦和 蔦屋書店」が登場。
生活ジャンルに特化した書籍を扱
う「蔦屋書店」としては埼玉県初
出店。駅西口側の道路沿いには、
気軽に立ち寄れるレストランなど
を配し、利便性の高い空間を演出。

South
Area

1048･622･0100（サイタマ酒販） ※販売は市内
各所のデパート、
スーパーマーケットなど

D市内の内木酒造、小
山本家酒造、鈴木酒造、
大瀧酒造の180㎖
本がセットになって登
場。￥2160

日常使いできるグルメが充実
FDグロッサリーや生 ＂食＂を中心に、日々の生活に彩りを
鮮食品、デリ、レスト 感じさせる店がズラリ。イタリア惣菜
ランなどが集結。生鮮
「ANTONIO＇S」をはじめ、埼玉県初
食品ゾーンでは、まと
めてお会計ができる集 出店も多数。東西連絡通路に面し、浦
中レジシステムを導入 和観光案内所もリニューアルオープン。
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ツイッターもやってます!

Follow us on Twitter@SaitamaTIB

QRコードでHPへ!
d携帯からでもさ
いたま観光国際協
会の公式3に飛べ
ます。気軽にアク
セス！

もっとさいたま市を知りたくなったら!

大宮駅観光案内所

さいたま新都心観光案内所

iさいたま市大宮区錦
町630(J大宮駅構内）
1048・644・1144
69:00〜19:00
dなし
e J大宮駅直結、e㋥
大宮駅より徒歩3分

NEW!

浦和観光案内所

iさいたま市中央区上
落合2(Jさいたま新都
心駅東西自由通路内）
1048・600・0070
610:00~18:30
d年末年始 eJさい
たま新都心駅直結

iさいたま市浦和区高
砂1-16-12 アトレ浦和

South Area
1048･883・1055
610:00〜18:30
d年末年始
eJ浦和駅直結

発行 公益社団法人さいたま観光国際協会
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