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そば処くろむぎ＆ギャラリー久呂無木 048-687-9696

料理の種類：そば
使用する主な特別栽培農産物：とろろ芋
住所：見沼区島町1112-4
営業時間：11:30～15:00、17:30～20:00（土・日曜を除く夜の部は要予約）
定休日：月・火・第3日曜
ホームページ：「くろむぎWAKWAK」で検索
お店からのメッセージ：国産100%のそばを自家製粉し、田舎十割そばを毎日手打ちしています。

オープンセサミ 048-687-5966

料理の種類：イタリア料理
使用する主な特別栽培農産物：にんじん、ブロッコリー
住所：見沼区深作3-37-13
営業時間：11:30～14:30、18:00～21:00
定休日：不定休
お店からのメッセージ：1990年にオープンしてから、パスタ中心のお店です。
特別栽培農産物を使用したメニューをそろえてお待ちしております。

キットチェント 048-682-5693

料理の種類：洋食
使用する主な特別栽培農産物：みずな、こまつな
住所：見沼区深作1-13-14
営業時間：11:30～14:30、17:30～21:00
定休日：月曜
ホームページ：http://kitchento.web.fc2.com/
お店からのメッセージ：粉から練り上げた自家製パンとハンバーグ、グラタン、スパゲッティ等、
ランチ1,500円（税別）、ディナー1,900円（税別）をご用意しています。

洋風ごはん「α」alpha 048-643-3900

料理の種類：洋風料理
使用する主な特別栽培農産物：米
住所：大宮区桜木町1-177
営業時間：11:00～21:00（L.O.20:00）、（火・木）11:00～15:30（L.O.15:00）ランチ営業のみ
定休日：第2・第3日曜
お店からのメッセージ：ハンバーグ、パスタ、オムライスなど洋食を中心とした料理をリーズナブルな価格で
提供しています。

さいたま市内の特別栽培農産物利用店

特別栽培農産物とは

特別栽培農産物利用

さいたまの農産物を気軽に食べてみよう！

農薬使用回数、化学肥料窒素使用量の双方を、地域で行われている慣行的な
栽培と比較して50％以上削減して栽培された農産物のことです。埼玉県で
は、県内で栽培された特別栽培農産物を認証する制度を設けており、認証さ
れた農産物には「埼玉県特別栽培農産物認証マーク」を貼付することができ
ます。

県が認証した特別栽培農産物を利用している
県内の飲食店で、県の指定を受けたものが特別
栽培農産物利用店です。利用店の指定を受ける
ためには、条件を満たす必要があります。

❶埼玉県内に店舗を有する飲食店及び総菜店であること。
❷「埼玉県特別栽培農産物」を１品目以上食材に使ったメニューを
　概ね年間提供できること。
❸調理方法、盛りつけ方法、メニュー、献立名等に創意工夫を行い、
　埼玉県の特別栽培農産物のイメージアップに貢献していること。
❹「埼玉県特別栽培農産物」以外の農畜産物についても、
　できる限り県内産の利用に努めていること。

＼特別栽培農産物利用店に行ってみよう！／
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焼肉やっちゃん城北店 048-749-2929

料理の種類：韓国料理
使用する主な特別栽培農産物：米
住所：岩槻区南辻120-1
営業時間：11:00～24:00
定休日：無休
ホームページ：http://www.yacchan-2929.com/
お店からのメッセージ：四季折々の地元食材をふんだんに使った、「やっちゃん」ならではの
オリジナル韓国料理を提供しています。

食堂cafe Lapin（ラパン） 048-878-8355

料理の種類：ワンプレートランチ、丼物、手づくりおやつなど
使用する主な特別栽培農産物：米
住所：岩槻区宮町1-2-18
営業時間：11:30～17:00（ランチL.O.14:00）お席のご予約可
定休日：日・月・火曜
ホームページ：http://cafelapin.net/
お店からのメッセージ：管理栄養士、野菜ソムリエがお届けする野菜たっぷりのバランスの良いランチと、
地産地消をコンセプトにしたカフェです。旬の果物を使用した手作りおやつ、スペシャルティコーヒーも
ご用意。

スーパーフードカフェ＆レストラン コーナーストーン 048-796-8673

料理の種類：イタリア料理ベースの多国籍料理、カフェ、野菜を使ったスイーツ
使用する主な特別栽培農産物：ミニトマト
住所：見沼区東門前456-3
営業時間：7:30～22:00（L.O.21:00）
定休日：水曜、年末年始
お店からのメッセージ：キヌア等のスーパーフードを含むスープカレーを中心に、
特別栽培農産物の野菜や地産地消の食材をふんだんに使った料理と、JAS認定有機栽培の
コーヒー豆を使用したコーヒー等もございます。

ヘルシーカフェのら 048-607-3007

料理の種類：創作家庭料理
使用する主な特別栽培農産物：米
住所：南区鹿手袋7-3-2
営業時間：（ランチ）11:30～14:00、（ティータイム）14:00～17:00
定休日：日・月曜
ホームページ：https://healthy-cafe-nora.jimdo.com/
お店からのメッセージ：さいたま市産・埼玉県産食材を使って手作りしています。
赤ちゃん連れでもゆっくりとお食事ができます。また、様 な々ワークショップも開催しています。

※注：さいたま市以外の特別栽培農産物も使用しております。
出典：埼玉県ホームページ　特別栽培農産物利用店リスト（さいたま農林振興センター管内）

ホテルブリランテ武蔵野（ル・ソレイユ・ルヴァン、かっぽう好日） 048-601-5555

料理の種類：和食、フランス料理、デザート
使用する主な特別栽培農産物：みずな、ブロッコリー
住所：中央区新都心2-2
営業時間：（朝食）7:00～9:00、（ランチ）11:30～14:00、（ディナー）17:30～22:00
定休日：無休
ホームページ：http://www.hotel-brillante.com
お店からのメッセージ：さいたま新都心駅より徒歩5分、地元さいたまの食材を上手に使い、「安心・安全」
な美味しい料理を提供しています。



70 71

農
家
レ
ス
ト
ラ
ン

農家レストラン
tore t o r i

ひだまり 048–626–2288

西区塚本町3-140-2
11:30～15:00　火・水曜営業（FAXで3日前までに要予約）
果物（ブルーベリー・あんず・いちじく他）加工品（ジャム）

自家栽培（店舗裏の果樹園）の
ブルーベリーやプルーンなどを使った季節限定
手作りジャムなどの加工食品を販売しています。
ランチメニューは日替わりの地場産の野菜を
ふんだんに使った旬の家庭料理をどうぞ！

菜
な な い ろ

七色 090–3310–7716

西区飯田新田547
11:30～14:00　木・金曜定休
日替わりランチ…自家農園の無農薬野菜のサラダバイキングが

　 好評です。加工食品、自家農園野菜の販売あり。

射光どっと 048–607–1185

緑区代山461-1
11:30～15:00(L.O14:30)

　 要事前確認、日曜休日
自家栽培の新鮮な野菜を使った料理です。
野菜は購入することもできます。

F
ファーマー＆パティスリーカフェミルティーユ

armer ＆ Patisserie
cafe Myrtille

048–783-5656

西区三橋5-965-5 ※カーナビ：さいたま市西区三橋5-983
10:30～18:30　金・土・日曜営業
直売時期は営業日が変更となりますので、お問合せください。

　 トマトの直売（5月上旬～7月上旬）、
　 ブルーベリー直売、摘み取り（7月中旬～８月下旬）、
　 ぶどう直売、地方発送、
　 ぶどう狩りの案内受付をしています（８月上旬～９月上旬）
　 （直売ページは58ページ）
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さいたま市の特産品を
使った加工品販売店

to r e t o r i

ハム・ソーセージ工房 kazusaya 048–688–6929

見沼区大和田町1-996-8
10:00～18：00　日～火曜定休

素材を活かしたドイツ製法でハム・ソーセージを手作りしております。
IFFA2019(ドイツ品評会)において、紅赤ケーゼは金メダルを受賞しました。
厚切りにして温めたりクリームシチューの具材としても人気です。

松月堂 048–882–5100

浦和区本太2-8-16
8:30～19:00　火曜定休

製造直売ですので、できる限り
お客様の声を商品に反映
させたいと思っております。
浦和にちなんだお菓子は
2種類。調神社の狛うさぎから
命名した「招きうさぎ」は、
山芋と米の粉を使ったしっとりとしたお饅頭で、
紅赤・栗・梅・小豆・柚子の５種の味があります。

彩菓庵おおき 048–657–7314

大宮区桜木町1-6-2
　 そごう大宮店地下１階

10:00～20:00
　 そごう大宮店の休業日に
　 準ずる

昭和9年に創業して以来、
お芋にこだわり続けています。
上質のさつまいもをふんだんに使用し、
体にやさしいお菓子を作っています。

パティスリー スプランディード 048–683–3627

見沼区東大宮5-47-29
10:00～20:00

　 火曜定休

あたたかいお店づくりと家族で
楽しめるようなお菓子を
作っていきたいと思っています。
季節の生菓子や絵入りデコレーションケーキ、
贈答用ラッピング等ご用意してお待ちしております。

菓子工房まーぶる 048–688–6635

見沼区堀崎町1596
11:00～18:00

　 月・日曜定休
　 夏期・冬期休み

素材の味をいかし、
低カロリーで甘さひかえめな
お菓子を作っています。

足立屋 048–822–2978

浦和区仲町3-13-12
平日9:00～18:30、土曜9:00～17:30　日曜定休

厳選した材料を使い、１つ１つ心を込めて、
手作りで、新鮮な和菓子をお届けすることを心がけています。
創業は明治３７年で、地域の方から愛される和菓子屋です。
定番商品から季節の商品まで幅広く取り扱っており、
お店のオリジナルとして、和菓子と洋菓子の中間のような
フルーティーな商品を数多く取り揃えています。

紅赤を使った型焼ケーゼ（ソーセージ）

招きうさぎ

おさつプリン

紅赤マドレーヌ

紅赤のタルト

紅赤プリン

浦和が一番

蜜芋ポテト

紅赤ヌゥクッキー

紅赤スイートポテト

さいたま市発祥のさつまいも「紅
べ に あ か

赤」を使った商品

パン工房クロワッサン 048–626–2722

西区指扇1020-6
8:30～19:00

　 日曜・祝日定休

天然酵母仕込みの
「はい芽入り酵母パン」、
食べやすいライ麦30%配合の

「ライ麦パン各種」、季節のフルーツを使った
「フルーツデニッシュ」など毎日80アイテムの
パンを焼いています。

紅赤とオレンジのデニッシュ紅赤さいたまあんぱん
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コスモス本店 048–794–8772

岩槻区東岩槻2-5-27
9:00～20:00

　 月曜、第2第3火曜日
くわいの子クッキーは、
くわいの活用を広げようと
１０年ほど前に開発した
一口サイズのクッキー。
サクサクっとした軽いクッキーを、
塩味のくわいパウダーが優しく包みます。
また、おやつにもおつまみにも◎の
くわいチップスとのギフトセットもオススメです。
他にも、季節のフルーツをふんだんに使ったケーキや甘さひかえめのケーキ、
岩槻の名前にちなんだ焼き菓子など、いろいろ取り揃えてお待ちしております。

米粉入りベーグル専門店「WAベーグル」 048–844–6313

南区神明１丁目10-15 メゾン・ド・コリン1F
11:00～16:00（焼きあがり次第開店）

　 日・月・祝日定休
　 （火は冷凍ベーグルのみの販売で15:00まで）

米粉入りなので“しっとり、ふんわり、もっちもち”の
食感が楽しめます。紅赤の甘みと相性の良い美味しさです。

善収庵大こくや 048–856–0007

中央区本町東2-17-2
10:00～19:00

　 月曜定休

埼玉県産小麦100%使用。
あんは紅赤と白餡を練り大納言かのこを散りばめました。

岩戸屋 048–799–1005

岩槻区大戸1738
9:00～18:00

　 無休

さいたま市の紅赤を使用した芋ようかんです。
素朴な味をお楽しみください。

GAKU BAKERY 048–871–6615

見沼区東大宮4-48-1
10:00～18:30

　 水・木曜定休

北海道産小麦に旬の野菜や果物、オーガニックフ
ルーツやナッツなどを使用し、一つ一つ心を込めて
手作りしています。安心・安全でしかも美味しい物を
作ることにこだわる生産者様の力をお借りしながら、大自然の恵みを
込めて皆様にお伝えしたい…
そんなパンをご紹介出来るお店でありたいと考えています。

パン＆ベーグル小春日和 048-648-5614

大宮区堀の内町3-39-1
10:30～18:00（カフェは11:00～15:00）

　 月・土・日曜定休

白を基調としたお洒落なパン屋です。
お店には天然酵母の手作りベーグルと食パンが
常時20種類並んでいます。ドリンクを一緒に注文すると、
店内に併設されているカフェスペースのご利用も可能です。

JAさいたま
木崎ぐるめ米ランド  浦和区領家4-24-16  048-834-2890

　 三室ぐるめ米ランド  緑区大字三室2203  048-874-1390
　 尾間木ぐるめ米ランド  緑区東浦和9-5-12  048-873-2006

『ぐるめ米だんご』は、さいたま市産特別栽培米「コシヒカリ」を
100％使用したJAさいたまオリジナル商品です。
秋冬限定商品として「紅赤あん」を販売しています。
素朴でどこか懐かしさを感じる「紅赤だんご」、是非ご賞味ください。

くわいの子クッキー・くわいチップス

紅赤ベーグル

紅赤どら焼き

芋ようかん

紅赤（さつまいも）パイ

紅赤クリームチーズベーグル

ぐるめ米だんご

くわいを使った商品


