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アルタビスタガーデン

2013年にオープンしたイタリアンレ
ストランです。新しいコミュニティの
場所として地元の皆さまに愛される
店づくりを目指します。お気軽にお
越しください。

331-0046
宮前町1992-2

11:00～15:30
18:00～22:00

火曜日、年末年
始、夏季休業あ
り。

048-
620-1001

048-
624-6688

http://www.altavista-garden.com/

カフェ　ブルーベリー

小さな純喫茶です。地域の皆さまの
交流の場になればと開業しました。
グループでの情報交換、また、お一
人で音楽を聞きながら読書など、静
かな午後のひと時をお過ごしいただ
ければ幸いです。

331-0074
宝来2224-10

12:00～18:00 日・月曜日・祝日
048-
671-8111

-

Fuku豆

自家菜園で採れた無農薬野菜をふ
んだんに使ったランチのお店です。
小さなお店ですのでご予約をお薦め
します。

331-0077
中釘2071-3

11:00～14:30
日・祝日・第1木
曜日・月末金曜
日

048-
624-2903

-

料理家 中野
アットホームでくつろげる住宅街に
ある隠れ家的お店です。

331-0073
指扇領別所366-100

11:00～15:00
17:00～21:00

月曜日
048-
782-4535

- FaceBook（料理家 中野）

有限会社 井坂印刷

さいたま市西区を中心に地域密着
型の営業方針で総合印刷業を営み
早40年が経ちました。名刺、はが
き、文集、ポスターなど一般印刷と
呼ばれるものから、ラベル、クリア
ファイル、パッケージ等、特殊な印刷
まで企画からご相談ください。

331-0077
中釘2071-5

9:00～19:00 日・祭日
048-
624-9384

048-
624-9967
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コーヒー問屋ウエスト

コーヒー豆を中心にこだわりの逸品をインター
ネット販売で全国発送しています。産地等級指定
コーヒー豆を使用し、専用工房で焙煎士が釜焼
き!!焼きたてをお届けしております。実店舗では地
元のお客様に小売しております。他にもスイスか
らリンツチョコレート、フランスからミオジャム、オラ
ンダからバンホーテンココアなど、なかなか手に
入らない商品や業務用商品も扱っています。看板
はなく、のぼり旗が目印です。

331-0059 水判土497
ウエストヒルズ１F

10:00～18:00
水曜日・第３日曜
日

 048-620-7007 - http://www.rakuten.co.jp/west/

農家レストラン

菜七色
な な い ろ

竹林のなかのどっしりとした入母屋
造りの農家がレストランになりまし
た。毎日シェフがかわる、日替シェフ
のお店です。畑から採れたての安心
安全な野菜がたっぷりです。ゆった
りした時間をお過ごしください。

331-0068
飯田新田547

11:30～14:00
木・金曜日、
臨時休あり

090-3310-7716
048-
624-9746

http://ameblo.jp/noukarestaurant-nanairo/

森のカフェ
※臨時休業中

社会福祉法人永寿荘Presents【森のカフェ】です。
2013年5月7日、扇の森WEST内1階にOPENしまし
た。地域の皆さまが気軽に集い、繋がり、憩う、
「公園」のような存在になりたい【森のカフェ】で
す！小さなお子さまから、お身体のご不自由な方
まで、ご来店下さる全ての皆さまが、キラキラ輝く
豊かな時間をお過ごし頂けますように、スタッフ一
同、笑顔と元気全開でお待ちしております！

331-0077
中釘2345-1

11:00～16:00 日・月曜日・祝日
048-
729-6070

048-
729-6072

http://ameblo.jp/morino-cafe/

花の食品館直売所
地元で取れた新鮮野菜、切花、鉢
花、たまご（こだわり）手作りみその
販売

331-0049 西新井216（大宮花
の丘農林公苑内）

11:00～16:00

月・火・木・金曜
日・年末年始
【営業日：土・日・
水・祝祭日】

048-
625-1396

-

ファーマー＆パティス
リーカフェ ミルティーユ

農家の手作りケーキの店。こだわり
の食材で季節の野菜や果物のス
イーツを提供しています。自家農園
で取れたブルーベリー、トマト、ブド
ウが自慢！！

331-0052 三橋5-965-5 10:30～18:30 月～木曜日
070-6981-0141
048ｰ783-5656

- http://farmer-and-patisseriecafe-myrtille.com/
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手打ちそば　たねや
※臨時休業中

大宮花の丘農林公苑に隣接。純日
本家屋にて北海道幌加内産蕎麦粉
で打つこだわりの蕎麦をお楽しみ下
さい。夜の部はそば遊膳コース
3,150円より（要予約）。

331-0049
西新井339-1

11:30～14:00
17:30～
※夜は予約
制

水・木曜日(祝日
の場合は営業)

048-
623-1185

- http://taneya.jimdo.com/

和の花

フライ、天ぷら、焼肉、刺身、寿司！
豊富な定食メニューをご用意してい
ます。リーズナブルでボリューム満
点。ごはんお替り自由です。座敷席
もありますので宴会でもご利用いた
だけます。

331-0071 高木264-1 11:00～23:00 なし
048-
622-0363

-

大宮アルディージャ
オレンジキューブ

プロサッカークラブで西区指扇地区
の高木(現西大宮)に２０１３年１月に
クラブハウスと練習場がオープンし
ました。ご来場をお待ちしておりま
す。

331-0071 西大宮4-25-3 不定期営業

不定期営業
（トップチームの
練習スケジュー
ルに合わせた営
業日となります）

048-
622-7700

- http://www.ardija.co.jp/

杉の子マート

無農薬栽培の採り立て野菜を店舗隣接の畑から
毎日直売用低価格で並べています。安心安全な
厳選された材料を使用しおいしいと評判の「あか
しあの森」から、焼き立てパンや洋菓子の直送販
売もしています。また、お客様の希望を取り入れ
た飲物や食料品などを取り揃え、格安でご提供で
きるよう頑張っています。当店は、障がい者の働く
場所であり、お店の売上金はすべて障がい者の
自立のための作業工賃として支給されます。

331-0060 塚本町1-1-1 7:00～21:00 なし
048-
625-5100

048-
625-5011

http://www.suginoko-g.or.jp/

花の食品館レストラン

地元の農産物直売所に併設されている１階売店
では、北海道小豆100%の今川焼きのほか、から
揚げやたこ焼きなどのファストフードと共に、大人
気の「あかしあの森」から、パンや洋菓子を直送し
て販売しています。２階のレストランでは夏メ
ニューを一新し、地産野菜を使った食べ放題メ
ニューをはじめ、手軽なワンコインメニューや喫茶
も楽しめます。花の食品館レストランと売店は地
域の障がい者が生きがいをもって働く場所でもあ
ります。

331-0049
西新井216
（大宮花の丘農林公
苑内）

10:00～17:00
月・火曜日（祝日
は営業）

048-
625-5100

048-
625-5011

http://www.suginoko-g.or.jp/
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餃子舗　漫々亭

今や流行の『スタミナ』の元祖はこ
こ。漫々亭が半世紀以上も前から
作っている絶品の餡かけです。世代
を超えた老若男女に愛され親しめる
味です。

331-0061 西遊馬343

開店 11:30～
休憩 14:00～
18:00
※日曜日15:00～
18:00
閉店 ～22:00
※日曜日21:00頃
閉店

毎週月曜日・第３
火曜日、年末年
始、夏季休業あ
り。

048-
622-4512

-

さいたま清河寺温泉

地下約1,500mから湧出した38.3度
の源泉を男女合わせて約170坪の
大露天風呂のすべてで、掛け流しで
ご利用いただけます。また、内風呂
には温泉に高濃度の炭酸ガスを溶
かしこんだ高濃度炭酸温泉も人気
です。

331-0048 清河寺683-4

平日10:00、
日･祝日9:00
～25:00

※最終受付
24:30

不定
※年に2回設備
点検のため休館

048-
625-7373

- http://seiganji-onsen.com/

野天湯元 湯快爽快
「湯けむり横丁」 おお
みや

自然豊かなこの地に地下1500メートル
から湧きでた大地の恵み。「さいたま三
橋温泉」。別名「熱の湯」とも言われ体
を芯から温めます。さらに、古き良き日
本の温泉街を再現したお食事処では本
格料理のご飲食も楽しめ一日ゆったり
とお寛ぎいただけます。

331-0052 三橋5-1010

10:00～25:00

※最終受付
24:30

年中無休
※年2に回設備メ
ンテナンスのた
め休館

048-
620-1126

- http://www.yukaisoukai.com/

atelier Mado

2012年12月にオープンした指扇のギャ
ラリーです。美術・工芸などの展示、コ
ンサートなどを行っています。イベント
のない時は、アンティーク雑貨とカフェを
オープンしています。不定期営業です
のでＨＰをご確認ください。皆様のお越
しをお待ちしております。

331-0047 指扇472-1
ＨＰをご確認く
ださい。

ＨＰをご確認くだ
さい。

090-4745-8654
048－871-9774

- http://www.ateliermado.com/

焼肉　船渡

「びん沼川の美しい川面を望みなが
ら炭火で焼いた上質の和牛を頬張
る。」そんな至福の時間を存分にお
楽しみください。お昼にはランチも楽
しめます。

331-0068
飯田新田536
(びん沼川船渡橋畔)

11:00～23:00 年中無休
048
624-9640

048
622-8314
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県南交通株式会社

車イスのままで乗車可能な新しい型
のタクシー「介助タクシー」を始めま
した。（要予約）24時間365日近くの
待機場所よりお迎えにまいります。

331-0046 宮前町550-11 24時間営業 なし
048-622-1331
0120-20-3822

048
624-6444

抗酸化陶板浴 いはら

老化や病気の原因となる体の酸化を防
ぎ、免疫力を高める効果があるとされる
抗酸化陶板浴を西区で体験できます。
心も体もじんわりぽかぽか。健康づくり
に、自分へのご褒美に、ぜひ一度お試
しください！

331-0053 植田谷本202
8:00～19:00
(18:15受付終
了)

水曜日
048
871-6619

048
624-4010

http://ihara-toubanyoku.com/

指扇交通株式会社

当社は1969年から西区の指扇エリアで
皆様の足としてご愛顧いただいている
地元密着のタクシー会社です。今までも
そしてこれからも、地域の皆様に愛され
る地元でNo.1のタクシー会社を目指し、
全社一丸となり頑張りますので、これか
らも変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い
致します。

331-0077 中釘364-3 5:00～翌3:00 なし
048
624-5001

048
624-9942

http://nttbj.itp.ne.jp/0486245001/index.html

（有）ロンシャン

季節に合ったオリジナルケーキが楽
しめます。飽きのこないあっさりとし
た甘さと口どけの良さが自慢です。
天然酵母を使ったパンも人気です。
アジサイをモチーフにした「オルタン
シア」クッキーも販売しています。

331-0073 指扇領別所382-4 8:00～19:00 毎週水曜日
048
623-1944

048
623-1944

京料理　三門

永い伝統が創り上げてきた京料理。
平日には四季折々の旬の素材を盛
り込んだ御会席・御膳・うどん・生そ
ば・特製ランチなどがお気軽なお値
段でお楽しみいただけます。

331-00052 三橋5-934 10:00～17:30
水曜定休（祝日
除く）
HPをご覧ください

048
623-1301

048
625-1221

http://san-mon.com/
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株式会社　Uni造

リフォーム・増改築はもちろんのこと耐
震診断や補強方法の相談も行っていま
す「オンリーワンの住まい造り」お気軽
にお問い合わせください。

331-0064 佐知川1625-1 9:00～17:00 土・日曜日・祝日
048
782-9131

- http://www.unizou.jp/

株式会社　彩典商会

人の数だけ人生があるのと同じく、
人の数だけお別れのカタチがあると
思います。どの様な事でもスタッフ
が、親身になりお手伝いさせていた
だきます。無料事前相談で安心明
朗な葬儀プランをご提案・お見積り
いたします。

331-0053 植田谷本397-6 24時間受付 なし
0120-012-983
048-624-5114

048-624-
5108

http://www.saiten-shokai.com/

錦せんべい本舗

西区で50年以上営業している、さい
たま市唯一の生地作りからのおせ
んべい屋です。有機栽培の新米を
使っていますので、お米がおいし
い、こだわりのおせんべいを販売し
ております。

331-0062 土屋106-3 8：00～18：00 火曜日
048
624-4355

048
624-4355

http://www.nishiki-senbei.com/

カフェ　ウィステリア

静かな落ち着いた雰囲気の店内で、パ
ン＆ケーキ・季節の自家製デザートを
コーヒーと共にゆっくりとお召し上がりい
ただけます。自然な風を感じながらお過
ごしいただけるテラス席もご用意してお
ります。料金もパン100円からコーヒー
300円とリーズナブルです。

331-0052 三橋5-1464-1 11:00～15:00 火曜日
048-625-2188

-

http://san-mon.com
（「京料理　三門」と共
通）

手打ちうどん　袋屋
打ちたて、ゆでたてのうどん、揚げ
たての天ぷらが人気の手打ちうどん
店です。盛りの多さが評判です。

331-0057 中野林202-3 10:30～15:00 日曜日 048-624-2968 -
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ナマステニッポン

本格的なインド・ネパール料理を楽
しめるお店です。香辛料は、特に体
にいいというものを使っています。看
板のカレー類をはじめ、メニューが
非常に豊富。ドリンク類も充実して
います。

331-0047 指扇375-6
11:00～
15:00/
17:00～23:00

無休 048-625-2277 -

せいか幼稚園

せいか幼稚園では、子ども達の「未
来のため」に、様々な経験を通して、
「心身共に健康で明るく、元気な子
を育てる」ことを教育目標にして、
日々保育を行っております。

331-0048 清河寺1235-1 8:00～18:00 土・日曜日・祝日 048-624-6222
048
625-3111

http://www.seika.ed.jp/

DINING-CAFE
Weather Report

季節ごとにハロウィンイベントや
バーベキューを開催するなど、お店
とお客様が共に楽しめる、地域密着
型のお店です。また、期間限定メ
ニューなど飽きのこないお店作りを
目指しています。

331-0064 佐知川1625-2

11:30～14:00
(L.O13:00)/
18:00～0:00
(L.O23:30)

木曜日／
土・日曜日・祝日
のランチは予約
制

048-620-5020
048
620-5020

http://www.facebook.com/DiningCafeWeatherReport

成勝園
※リニューアルオープンにつ
き工事中

2016年に西遊馬にオープンした盆栽
園。現在は移転し、リニューアルオープ
ンに向けて工事中です。様々な世代の
人が楽しめる、盆栽を通して人と心が繋
がる空間を目指しています。盆栽を知ら
ない方もお気軽にお越しください。

331-0061 西遊馬1016-1 9:00～17:00
※未定

木曜日
※未定

048-741-4153 - http://seishoen.com/

クロワッサン
北海道産小麦を使用した食パンな
ど毎日約80種類のパンを焼いてい
ます。

331-0047 指扇1020-6 9:00～19:00 日曜日・祝日 048-626-2722 - http://www.pan9603.com/

7 / 15 ページ



店舗・施設名 店舗PR 郵便番号 住所 営業時間 定休日 電話番号 FAX番号 ホームページURL

Ryan02

四谷荒木町かき氷Ryanの２号店。かき氷が
１年中楽しめます。
一番人気は「いちじくチーズはちみつ」。迷っ
たときは２種類選べる“あいがけ”でどうぞ。

331-0061 西遊馬3131 11:00～17:00
月・火・水曜日
（不定休あり）

- - http://twitter.com/ryan02_kori

ツクイ・ケアコミュニティ
さいたま三橋

コンビニエンスストアで買いものにき
たついでに介護や健康の相談がで
きます。店内のサロンでは、オレン
ジカフェや健康体操イベント、体組
成測定会などを実施しています。

331-0052

三橋
６－１２５８－１
ローソンさいたまシ
ティハイツ三橋店内

9:00～17:00 日曜日 048－621-2302
048‐
621-2304

http://www.tsukui.net/

ストロベリーハウス
細田

高設栽培で立ったままいちご狩りが
できます。バリアフリーなので、ベ
ビーカー、車いすの方もそのままい
ちご狩りが楽しめます。種類は6種
類あり、沢山のいちごを食べること
ができます。品種によって味が違う
ところも楽しんでください。

331-0071
高木
１７８２－１

10:00～15:00
生育状況により、
時間内でも終園の
場合があります

なし
048-624-6617
090‐3408‐1583

- https://www.strawberry-house-hosoda.com/

BBQ Café&Grill Café
ぽのいえ
※臨時休業中

獣医師でありながらBBQインストラクターの
資格も持つオーナーが経営する、地域密着
型のアットホームカフェです。
ワンちゃん同伴OK！ガーデンスペースでは
手ぶらで本格BBQも体験できます。
山小屋風カフェでごゆっくりおくつろぎくださ
い。

331-0078
西大宮
３－４３－５

11:00～20：00
月・火曜日
年末年始

048-783-5899 - https://www.facebook.com/710712132459766/

ラ・リーヴ洋菓子店
スイーツを通して、わくわくする瞬間
を届けます。

331-0045
内野本郷
５４３－２

10:00～20:00
火曜日
（祝日の場合
変更あり）

048-624-5129
048-
624-5129

https://www.la-rive.co.jp/
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レ・シャン
バースデーケーキや焼き菓子ギフト
も販売しております。是非、お立ち
寄り下さい。

331-0057 中野林１６６－３ 10：00～18:30 水曜日 048-729-4653 - -

はっとり鍼灸接骨院
（西大宮院）

「心をつなぎ、骨をつぐ」
ケガ・痛みの治療のプロだから治す
技術があるのは当然です。しかし、
いかに治す技術が優れていても患
者さまとの心のつながりが無ければ
物の修復と同じです。「身体を診て
人も観る治療が当院にはありま
す。」

331-0078 西大宮１－２－１
8:00～21:00
(土)16時まで

日曜・祝日の午
後

0120-52-2794
048-621-0213

048-
621-0213

www.hattorigroup.jp

はっとり鍼灸接骨院
（三橋院）

「心をつなぎ、骨をつぐ」
ケガ・痛みの治療のプロだから治す
技術があるのは当然です。しかし、
いかに治す技術が優れていても患
者さまとの心のつながりが無ければ
物の修復と同じです。「身体を診て
人も観る治療が当院にはありま
す。」

331-0052
三橋
６－１１０９－１

9:00～21:00
(土)18時まで

日曜・祝日の午
後

0120-3842-56
048-622-2945

048－
622-2945

www.hattorigroup.jp

はっとり鍼灸接骨院
（指扇院）

「心をつなぎ、骨をつぐ」
ケガ・痛みの治療のプロだから治す
技術があるのは当然です。しかし、
いかに治す技術が優れていても患
者さまとの心のつながりが無ければ
物の修復と同じです。「身体を診て
人も観る治療が当院にはありま
す。」

331-0073
指扇領別所
３２７－１

8:00～20:00
(土)18時まで

日曜・祝日の午
後

0120-7532-56
048-622-0903

048-
622-0903

www.hattorigroup.jp
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餃子のヨコミゾ

当社商品は創業より国産原材料と
国内製造にこだわりを持ち、「飽きず
に本当に美味しい餃子は、昔お母さ
んは作ってくれた味が一番！」
そんな思いから、素材を活かすべく
シンプルな味付けに仕上げておりま
す。工場で厳選された原材料で餡を
造り熟練の技と製法で仕上げた皮
で包んだ自慢の餃子です。「たくさん
食べても飽きの来ない！お母さんの
優しい味！」を感じて頂ければ幸い
です。商品は全て冷凍です。ご家庭
でお好みの食べ方で是非召し上
がって下さい。

331-0056 三条町７５ 9:30～18:00 年末年始のみ
直売所
0120-593-534
(平日9時～17時)

048-
625-8522

https://e-yokomizo.com/

EPICE　CAFÉ

スペシャルティコーヒーを使ったエス
プレッソ系ドリンクと、スパイスを使っ
たスイーツ・フードがお楽しみいただ
ける週末限定のカフェです。
出来るだけ国産やオーガニック食材
を使用し、添加物・化学調味料は使
わない身体に優しいものをご用意し
ております。
ラテアート・デザインカプチーノの体
験も実施しております。

331-0078 西大宮１－３６－８

10:00～17:00
（土）
9:00～17:00
（日）

平日（月～金）
なし
MAIL:epicecafe2
019@gmail.com

https://www.instagram.com/epicecafe2019

レストランコンフェッティ

2020年6月12日オープンした新しい
レストランです。
地元の新鮮な食材を中心に使用し
た、パスタやピザ、ハンバーグ、カ
レーなど皆様に愛される定番メ
ニューや季節ごとに変わるワンプ
レートランチ、どんぶりランチなどを
ご用意しております。
屋上には滑り台もあり、お子様連れ
の方でも楽しんでいただけます。
お庭でBBQや夏祭りなどのイベント
も随時開催予定です！

331-0078 西大宮３－３２－１

11:00～21:00
（金・土）
11:00～20:30
（火・水・木・
日）

毎週月曜日・そ
の他不定休

048-729-8320 https://studio-confetti.jp/
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アニヴェルセル大宮

独立型チャペルで行う盛大なフラ
ワーシャワーと広大なガーデン付き
貸切り邸宅です。新郎新婦の笑顔
のために、プロフェッショナルがこだ
わりの式を創りあげます。
大宮駅から無料送迎あり。10名の
家族婚プラン等もあります。

331-0046 宮前町1330 12:00～18:00
火・水曜日

048-621-1666
048-
621-1677

https://www.anniversair
e.co.jp/wedding/omiya/

V予備校
大宮西教室

「学びの名人」を目指す！
1980年創業の地域に根付いた学習
塾です。
個性あふれる先生が、昔と変わらぬ
熱血指導を日々行っています。
卒業生は有名進学校のみならず、
様々な分野で活躍しています。

331-0059
水判土497-1
ウエストヒルズ1F

14:00～22:00 不定休 048-623-3511
048-623-
3511

https://www2.hp-
ez.com/hp/vyobikou

お花と雑貨のお店
- 縁 -

アットホームなお教室で、かわいい・
きれいを中心に笑顔がいっぱいの
場所です。
お花は生花市場から直で入荷して
いますので、苗、生花も元気いっぱ
いのお花ばかりです。

【アクセス】
指扇駅南口から県道２号さいたま春日
部線を右方面に向かい、HondaCars大
宮西店を通り過ぎたらすぐに左折しま
す。まっすぐ道なりに進み、土手の手前
を右折して進むと到着です。

331-0061 西遊馬2336-2 11:00～17:00
月・水・第１・３日
曜日・祝日

080-7296-4597
https://www.instagram.
com/_en_flowers_
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無垢スタイル建築設計
株式会社
北欧ヴィレッジ

北欧ヴィレッジは、無垢スタイル建
築設計のモデルハウス2棟が見学で
きる複合型展示場です。キーワード
はデンマーク語の「HYGGE(ヒュッ
ゲ)」。それは居心地のいい空間で過
ごす時間や幸福感のことです。無垢
スタイルが提案するのは、暮らしを
楽しみ、家族や友人とのひとときを
価値ある時間にすること。北欧ヴィ
レッジではそんな素敵な“北欧のラ
イフスタイル”を、体感していただけ
ます。

331-0052 三橋５－１０１８－１ 9:00～20:00
水曜日（第２・第
４火曜日）

048-729-8169
https://www.muku.co.jp
/

女性専用　美容鍼灸サ
ロン　心晴

「何歳になっても美しく輝き続けたい
女性をサポートします！」
着たいと思った服を着てオシャレを
楽しむ！！お肌がぷるぷるだと一日
ご機嫌に過ごせる♪からだが軽いと
気持ちも軽い。やりたいことをやり続
けたい！そんな女性の夢を美容鍼
灸やダイエットメニューでサポート致
します。

331-0052 三橋６－８２－２
10:00～17:30
（土曜10:00～
12:00）

木・日曜日、祝日
ホームページか
らお問い合わせ
ください。

https://www.harikyukoh
aru.com

BigMouse～コーヒーと
発酵の店～

荒川沿いの長閑な雰囲気にある
キャンプ場併設の古民家カフェ。
スペシャルティコーヒーと手作りス
イーツを楽しんでいただきながら、
米麹作りのワークショップや発酵食
を使ったランチプレートの提供を通
じて、発酵の面白さを伝えていま
す。

331-0061 西遊馬３１３１ 9:00～16:30 不定休 070-8476-3986
https://www.instagram.
com/bigmouse_arakawa_
sashiogi
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さいたま桃月園キャン
プ場・サウナパーク

"サクッと近場でキャンプを日常に"
をコンセプトに、地域に親しまれる
キャンプ場として運営しています。
キャンプ・サウナを中心にしたアウト
ドアテーマパークとしての展開を目
指し、すべてを手作り、DIYでつくり
あげている真っ最中です。
進化していく過程をぜひ楽しんでく
ださい！

331-0061 西遊馬３１３１

チェックイン時
間

11:00～17:00
（デイキャン
プ・宿泊どち

らも可）

なし 070-8414-2795
https://saitama-

tougetsuen-camp.com

ビストロアンドカフェ
ヌーベル　プース

フレンチ・イタリアン等の西洋料理を
気軽に楽しんで頂きたいと思いま
す。手作りにこだわっています。アッ
トホームなお店です。

331-0062 土屋５１５－８
11:00～15:00
17:30～22:00

月曜日 048-779-8263
048-
779-8263

https://www.instagram.
com/nouvelle_pousse/

生蕎麦と創作料理

木
マタタビ

天蓼

古民家をリフォームし隠れ家のよう
な雰囲気になっております。昼はお
蕎麦や土鍋ごはん、夜は創作料理
でお酒を飲まれる方に。
荒川サイクリングロードのすぐ近くで
す。

331-0061 西遊馬３１３１

12:00～23:00
(15:00～17:00

休憩）
まん延防止措
置期間中は
12:00～16:00

第２・第４月曜
日・火曜日

048-779-8448
048-
779-8448

https://matatabi-
soba.business.site/?utm
_source=gmb&utm_mediu

m=referral
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株式会社 彩晃ホーム

お家の気になるところがあるけど、
どこに相談していいかわからな
い．．．
ﾘﾌｫｰﾑを考えているけど、何から始
めたらいいかわからない．．．
などなど、お家のことなら何でもお任
せください！
地域密着型の工務店だからこそ、お
客様のご要望に最大限お応えしま
す！
お気軽にお問合せください(^^)

337-0042 佐知川３０２－２ 9:00～17:30 土・日・祝 048-826-6495
048-
826-6496

http://saikou-home.com

ドッポクラブ

地域の子供、子育て世帯を応援す
る目的の無料コミュニティ広場です。
広場には寄付されたおもちゃや本が
沢山あるので、自由に遊べます。
また、サイズアウトした服のリユース
活動やお菓子等の食品販売もあり
ます。１階のカフェでテイクアウトし
て、３階のドッポクラブで食べること
もできます。持ち込みも可能です。
※事前予約等なく、お越しいただけ
れば利用できます。気分転換に散
歩がてら、ぜひ立ち寄ってみてくださ
い。
対象年齢：０歳～未就学児まで
利用条件：
①「パパ・ママ応援ショップ優待カー
ド」をご提示いただくこと。
※埼玉県より直接カードを付与され
た方のみ利用可。アプリでの提示も
可。
②当施設のLINE公式アカウントに友
達登録すること。

331-0078
西大宮
３－１９－１２
（３階）

10:30～14:00

土・日・祝
(お盆、ゴールデ
ンウイーク、年末
年始は休みあり)

048-778-8300
048-
778-8369

https://www.doppo.or.jp

ハワイアンカフェ
～ルアナ～

「ハワイアンカフェ～ルアナ～」で
は、子育て世代が気軽に立ち寄り、
リラックスした楽しい時間を過ごすこ
とができる空間を重視しています。
普段とは違うゆったりとしたリゾート
タイムで癒されてみませんか？是非
とも、お待ちしています。

331-0078
西大宮
３－１９－１２
(1階)

11:00～14:30
(平日)

11:00～15:00
(土日)

なし
(お盆、ゴールデ
ンウイーク、年末
年始は休みあり)

048-620-3802
048-
620-3801

https://luana.doppo.or.jp
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本まぐろ直売所
さいたま市店
※臨時休業中

当店は、品質が高く、上質なマグロ
にこだわり仕入れております。
全て、天然のまぐろです！なかなか
天然のまぐろを食す機会が無い方、
本物志向のお客様は是非当店へお
越しください。

331-0062 土屋420-9 10:00～20:00
毎週水曜日・

祝祭日・
１月1・2・3日

048-788-3020
https://sites.google.com
/view/maguro8/

DIG IT(ディグイット)

貸しスタジオを兼ね備えた倉庫の一
角。
アメリカンダイナーテイストの店内に
て、焼き立てのホットサンドを提供し
ています。
気取らず、ゆるっとお迎えします。
サイクルラック有。

331-0054
島根583　ゼロポイ
ント与野基地２F

9:30～14:00
毎週火・水
第1・第3土・日

(LINE) @dig-it
https://www.instagram.
com/digit.hot_sandwich

太陽鉱油(株)　17号線
新大宮バイパスSS

2005年7月にオープンした、交通機
動隊の横にあるガソリンスタンドで
す。
地域最安値・皆様から喜ばれるお店
作りを目指しております。
洗車機も24ｈ稼働しておりますの
で、皆様のお越しをお待ちしており
ます。

331-0052 三橋6－705－1 24時間営業 なし 048－623-1811
048-620-
5850

https://www.taiyo-
koyu.co.jp/
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