１ 料亭・ふな又

岩槻ねぎの
しゃぶしゃぶ

創業は天保年間。お座敷の他に
リーズナブルなレストランを平
成 24 年に新築。バリアフリー
でどなたでも利用可。また、ホ
テルも併設。
11:30 〜 14:30/

７ 料亭・ほてい家
岩槻の表通りに面した大きな黒
い門が印象的な老舗。伝統の味
と現代の新しい創作の味覚が楽
しめる。京料理が息づく鰻料理
おすすめ。

岩槻ねぎのねぎ間鍋

【営業】17:00 〜 21:00
【定休】無休
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 4-1-8
【電話】048-758-0035

【営業】11:00 〜 22:00
【定休】不定休
【駐車】あり
【住所】岩槻区仲町 1-6-3
【電話】048-756-1661

２ リストランテ・カテリーナカステッロ

８ 鰻料理・せんべい家

【営業】 〜土日 14:30 /17:30 〜 21:00
【定休】毎週火曜
【駐車】あり
【住所】大宮区北袋町 1-78
【電話】048-641-8439

【営業】11:00 〜 21:00
【定休】毎週火曜
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 2-2-31
【電話】048-756-0076

３ 中華料理・中華の永楽

９ 中華料理・ポパイラーメン岩槻店

さいたま新都心駅すぐのイタリ
ア料理店。イタリアの古城をイ
メージして造られた一軒家のレ
ストラン。厳選した食材でリー
ズナブルなイタリアンが味わえ
る。 11:30 〜平日 14:00

昭和初期創業の中華料理の店。
本格中華が愉しめる店。毎朝５
まで営業しており、岩槻の胃袋
として親しまれている。名物の
イカフライも絶品。

岩槻ねぎのパスタ

岩槻ねぎ塩焼きそば

４ 奥久慈田舎料理・三次郎
築 100 年の古民家で奧久慈産に
こだわった田舎料理が愉しめる。
のど越しの良いこだわりのそば
やうどんが人気。岩槻葱しゃぶ
しゃぶコース ( 予約 )

岩槻ねぎのそば

土日祝

５ じゃぱん亭・岩槻工業団地店

岩槻ねぎみそ
豚バラ焼き弁当

東岩槻に本社を構えるお持ち帰
り弁当のフランチャイズチェー
ン店。旬の食材を活かした季節
のメニューやお弁当やＢ級グル
メシリーズを展開中。

【営業】9:00 〜 21:00
【定休】無休
【駐車】あり（６台）
【住所】岩槻区上野 2-8-1
【電話】048-795-0141

ねぎ塩焼きそば

10 うどんそば・やまぶき物語
食の「安全・安心」をテーマに
丹精を込めた手打ちうどん・そ
ばをこだわりの無添加つゆでい
ただけるお店。十割そばや薬膳
だったんそばもお勧め。

岩槻ねぎの
ねぎ盛りラーメン

岩槻ねぎ肉巻むすび

オシャレな外観が目印の春日部
にある肉巻きむずびの専門店。
ねぎの甘さと肉の旨みたっぷり
の肉巻きむすびはオススメ。

岩槻ねぎうどん

15 中華料理・たつのこ
カジュアルな店構えの中華料理
店。親子で営む温かい雰囲気の
店内でいただくお料理はどれも
絶品。イケメン若大将も要チェ
ック。

家族で気軽に立ち寄れる料理店。
旬の食材を活かした料理と暖か
みを感じる店内からはご夫婦の
実直で明るい人柄が伝わってく
る。

【営業】11:30 〜 14:00/17:00 〜 23:00
【定休】無休
【駐車】あり
【住所】見沼区大谷 1751-1
【電話】048-683-9397

岩槻ねぎの
かもネギサラダ

20 本場月島もんじゃ・金太郎
月〜金 11:30 〜 14:00/
17:00 〜 23:00

岩槻ねぎの塩焼きそば

21 本場月島もんじゃ・金太郎
岩槻駅近くの本場月島もんじゃが
愉しめる店。本場物からオリジナ
ル、お得なコースまで若者からフ
ァミリーまでが賑わう。

【営業】 金 17:00 〜 24:00/ 土 11:30 〜 24:00
日祝 11:30 〜 23:00
【定休】不定休
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 3-1-20
【電話】048-749-7300

16日本そば・ときた

22 蕎麦カフェ・萬吉禎

岩槻を代表する洋菓子店。素朴
な味わいを守り続け、地元の新
鮮食材を使ったこだわりのお菓
子は長く地元で愛され続けてい
る。

岩槻ねぎもんじゃ

月〜金 11:30 〜 14:00
月〜木 17:00 〜 23:00

【営業】11:00 〜 20:30
【定休】毎週木曜
【駐車】あり
【住所】岩槻区本丸 2-17-24
【電話】048-756-2380

親子三代で営む日本そば店。直
伝の手打ちそばは通もうなる味
代々農家だったこともあり、天
ぷらにする野菜も新鮮そのもの

岩槻ねぎのぬた

【営業】 土日祝 11:30 〜 23:30
【定休】無休
【駐車】なし
【住所】浦和区仲町 2-3-4
【電話】050-5518-6979

岩槻ねぎせいろ

岩槻ねぎと合鴨鍋

城下町岩槻の蔵を改築し雰囲気が
楽しめるお店。こだわりの蕎麦だ
けでなく、無添加のパンなども堪
能できる。盛りだくさんのランチ
セットも魅力。

【営業】 11:30 〜 14:00 / 14:30 〜 17:00
17:30 〜 20:00
【定休】木曜
【駐車】あり（６台）
【住所】岩槻区本町 2-1-29
【電話】048-757-7111

岩槻ねぎのキッシュと
岩槻ねぎみそのラスク

23手づくりパン・メルヘン

岩槻ねぎの
ねぎ豚ドッグ

長年地元で人気の手づくりパン
の店。飾らない人柄とアットホ
ームな街のパン屋さんは、学生
から主婦まで幅広い人たちに支
持されている。

【営業】7:00 〜 19:00
【定休】日曜
【駐車】あり
【住所】岩槻区仲町 1-8-11
【電話】048-756-6640

【営業】10:00 〜 20:00
【定休】毎週月曜
【駐車】なし
【住所】岩槻区東岩槻 2-5-27
【電話】048-794-8772

12 ファミリー割烹・みなみ

岩槻ねぎと鮪のすき焼き

大宮氷川神社近くの落ち着いた
街並みの中にたたずむ懐石料理
の店。気兼ねなくくつろげる完
全個室で、四季折々の料理を愉
しむことができる。
11:30 〜 14:00 /
【営業】17:00 〜 22:30

文教都市浦和に店を構える本場
月島もんじゃが愉しめる隠れ家
的な店。本格的なお好み焼きか
ら各種コースまで充実している。

【営業】11:00 〜 20:00
【定休】毎週月曜
【駐車】あり
【住所】岩槻区飯塚 1011
【電話】048-798-5709

岩槻ねぎの
クロックムッシュ

19 懐石料理・伊勢錦
【定休】なし
【駐車】あり（５台）
【住所】大宮区高鼻町 1-37-1
【電話】048-641-0023

14 肉巻きむすび・仙臺屋

11 手づくりパン ウフ・レ・ブール 17 洋菓子・コスモス
岩槻区笹久保のオシャレなパン
屋さん。心と体に優しいパンを
丁寧に手づくりしています。
店内で珈琲も一緒に楽しめます

岩槻ねぎの海鮮丼

【営業】10:30 〜 20:00
【定休】月
【駐車】あり
【住所】春日部市中央 2-27-2
【電話】048-877-4071

【営業】10:00 〜 22:00
【定休】毎週火曜
【駐車】あり
【住所】中央区本町東 5-18-20
【電話】048-607-3100

６ ラーメン・めんくみ。
【営業】11:30 〜 24:00/月曜
11:30 〜 23:00
【定休】なし
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 3-17-16
【電話】048-758-8020

岩槻ねぎの
ヌタと魚貝の酢の物

【営業】11:30 〜 14:00/18:00 〜 21:00
【定休】毎週月曜夜（祭日振替）
【駐車】あり
【住所】岩槻区南平野 3-25-28
【電話】048-758-8633

【営業】11:30 〜 14:00/18:00 〜 20:00
【定休】毎週月火曜（祝日なら営業）
【駐車】あり
【住所】見沼区深作 1-29-3
【電話】048-688-3311

旧区役所前に軒を構えるとろこ
くチャーシューの店。たっぷり
煮込んだこだわりのスープと常
に挑戦する新メニューが人気で
行列ができることも。

中華料理だけではなく、ラーメ
ンも好評の店。自慢の腕をふる
った料理に舌鼓を打つ客も多い。
深夜まで営業しているので 1 人
客にも人気。

関東で二番目、埼玉初のいけす
料理の店。店内には大きないけ
すがあり、常時２０種類以上の
魚が泳いでいる。素材本来の旨
さに感動する極上のひとときを

【営業】11:45 〜 14:00/17:00 〜 22:30
【定休】毎週月曜
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 3-3-12
【電話】048-756-0334

【営業】11:00 〜 2:00
【定休】無休
【駐車】あり
【住所】岩槻区上野 2-2-6
【電話】048-795-0825

【営業】11:00 〜 5:00
【定休】不定休
【駐車】あり
【住所】岩槻区西町 1-4-7
【電話】048-756-2498

水〜日・祝

市宿通りに面した古式ゆかしい
店構えの鰻料理の店。広々とし
て明るい店内でいただくお料理
は、実直なご主人の人柄が伝わ
る丁寧な味。

13 いけす料理・寿々家

18 炭火焼肉・夕やけ小やけ

24 食品卸・長谷川廣商店

【営業】17:00 〜 1:00
【定休】毎週木曜
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 3-13-15
【電話】048-756-0455

【営業】9:00 〜 18:00
【定休】日祝
【駐車】あり
【住所】岩槻区本町 4-7-17
【電話】048-756-0472

仲むつまじい夫婦が営む七厘炭
火焼肉の店。どこか懐かしい名
前に惹かれてくる客も多く、炭
火七厘で焼く新鮮なお肉とお酒
が愉しめると好評。

鴨ロースと
岩槻ねぎ焼き

※掲載内容は2月1日現在のものです。料理・商品の画像はイメージです。実際のものとは異なる場合があります。営業時間等についても各店へ直接お問い合わせください。

城下町岩槻で続く食品卸の店。
まちづくりに燃える社長は様々な
アイデアと行動力で岩槻の活性化
を目指している。
（兼 岩槻ねぎ倶楽部事務局）

岩槻ねぎ
たっぷりのねぎ味噌

発行：岩槻ねぎ倶楽部 http://negiwai.com/ （長谷川廣商店 http://daichi.jp/）

