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伝統的日本と近代的日本が融和する
国際会議観光都市 さいたま市。
伝統的日本と近代的日本が融和する
国際会議観光都市 さいたま市。
『さいたま観光国際協会』は、さいたま市とその周辺地域における観光及びコン
ベンション事業及び国際交流、国際協力事業の振興を図り、文化向上と、多文化
共生の社会づくりを促進し、地域社会の発展とともに、国際化に資することを目的
として、埼玉県知事の認可により設立された公益法人です。
当協会では、さいたま市により多くの経済効果がはかれるよう、日々の活動を通

じて、観光客の誘客と会議・大会をはじめとするコンベンションの誘致を促進する
とともに、多文化共生社会づくりに向けた国際交流事業を促進し、これら事業の充
実を会員の皆様及び、多くの関係諸団体と共に進めております。
コンベンション開催にあたりましては、「おもてなしの心」で各種お手伝いをさ
せていただきますので、お気軽にご連絡、ご相談をくださいますようお願い申し上
げます。

    Saitama Tourism and International Relations Bureau is a public-interest corporation established with the 
official accreditation of the Governor of Saitama Prefecture. In addition to promoting tourism in Saitama and 
surrounding areas, the Bureau aims to promote convention projects, international exchange and international 
cooperation projects.  We also aim to enhance culture and foster the creation of a multicultural society with a 
view to contributing to the development of local communities and internationalization.     

    The Bureau is working alongside its member companies and various affiliated organizations on a daily basis 
to stimulate further economic growth in Saitama City by bolstering projects to attract visitors and convention 
activities such as meetings and tournaments and by encouraging multiculturalism through international 
exchange projects. 
    A warm and friendly Saitama hospitality awaits you and your convention participants so feel free to contact 
us for any form of assistance you may require. 

さいたま市は、古くは中山道の宿場町とし
て発達してきた歴史を持ち、現在はＪＲ各
線や私鉄線が結節する東日本の交通の
要衝地。自然の風景や食・文化の伝統的
日本情緒を継承しながら、近代的な日本
の姿をコンパクトにあわせ持つ都市です。

In the past, Saitama City developed as a post town 
along Nakasendo Road. Today, it is a transportation 
hub for eastern Japan serving as a focal point for JR 
train lines and private train lines alike. Tradition meets 
Modern in Saitama City, a compact mixture of natural 
Japanese scenery, food and culture wrapped in a 
modern Japanese look.

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

Saitama City: An International Conference City with a
harmonious blend of Traditional Japan and Modern Japan
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交通 電話番号所在地アイコンについて

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

埼玉高速鉄道 「浦和美園駅」から徒歩１５分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line 

※お問い合わせは、さいたま観光国際協会コンベンション事業担当
  ０４８-６４７-０７８８ まで、お願いいたします。

鉄道博物館
THE RAILWAY MUSEUM

埼玉スタジアム2002
SAITAMA STADIUM 2002

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

神社参詣
Shrine Visit

打掛の着付
Fitting of Uchikake Kimono

書道
Japanese Calligraphy

折り紙
Origami

茶道
Tea Ceremony

浴衣の着付
Fitting of Yukata （summer Kimono）

華道
Flower Arrangement

風呂敷
Furoshiki Multipurpose Wrap

能の披露
Noh Performance

雅楽の披露
Gagaku Court Music Performance

盆栽の見学
Bonsai

日本文化に深く触れ、楽しいひと時を過ごせるよう様々なプログラムをご紹介いたします。
We have prepared a variety of fun programs that allow you to have close interaction with Japanese culture.

※材料費、寸志等の費用をご負担頂く場合があります。

* A fee may be charged to cover the cost of   
   materials and small tokens of appreciation.

注）講師等は基本的にボランティア（※）としてお
願いしています。（日程等の都合によりご希望に沿
えない場合もございますので、ご理解ください。）

Note: Instructors offer their services on a 
voluntary basis. As such, please 
understand that we may not always be 
able to meet your schedule requests.

For inquiries, please contact STIB convention section （TEL: 048-647-0788）

大宮区大成町３-４７
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」よりニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」から
徒歩１分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan(Onari)station,
New Shuttle Line at JR Omiya station

０４８-６５１-００８８ 　営業部
Marketing Department

同伴者プログラムの紹介
Programs for Guests Accompanying ParticipantsPrograms

式典やパーティ会場、学会など様々なシーンでご好評いただいています。
盆栽のサイズ・樹種など、まずはご気軽にご相談を。

盆栽のレンタル
Bonsai RentalBonsai

さいたま自慢のユニークベニューで心に残るレセプションを！
Have a memorable reception at venues in Saitama!

「さいたま」ならではのユニークベニュー
Unique Saitama City Venues VENUES

Our bonsai help set the scene for ceremonies, parties, and association meetings. Feel free to consult us to 
find the right species and size of bonsai for your event.
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コンベンション開催支援アイテム
Convention Support

託児所設置の際の業者紹介
Introduction of Nursery Care Agencies

近年、参加者からの要望が高まっている臨時託児所。設置が必要な場合、ＡCSＡ（公益社団法人全国保育サービス協会）会員
の地元業者を紹介いたします。
There has been a growing demand for daycare services recently.
Where necessary, we will introduce local ACSA （All Japan Childcare Services Association） members to assist with your daycare needs.

地元会員企業紹介
Introduction of Member Companies

コンベンションの開催にあたり、準備から当日の運営まで幅広く地元会員企業がお手伝いいたします。
Our local companies can assist you with your meeting from the preparation stages to the actual day of the event.

掲出は無料。
The cost for erecting signboards is free.

掲出ポスターについて、ＪＲ大宮駅・浦和駅はB1判：
1030mm×728mmを、さいたま新都心駅はＡ1判：
841mm×594mmを主催者様でご用意願います。
（政治的及び宗教的並びに営利活動を主たる目的
とするものは除く）

We ask that organizers prepare posters of B1 size 
（1030mm x 728 mm） for JR Omiya, Urawa station and 
A1 size （841mm x 594 mm）for Saitama Shintoshin 
station 

さいたま新都心（空撮）
Saitama City （aerial view）

ソニックシティ
Sonic City

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

埼玉スタジアム2002（空撮）
Saitama Stadium 2002 （aerial view）

盆栽園
Bonsai Garden

岩槻人形
Iwatsuki Dolls

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine

アングル違いやその他の写真について
は、お問い合わせください。
Please contact us for pictures taken from 
different angles or for other pictures.

写真の貸出
Picture Lending Service

大会パンフレットやサーキュラーを作製する際に必要な開催地「さいたま」の写真を貸出いたします。
We lend pictures of Saitama City to organizers for use in pamphlets and circulars.

This is an A2 sized convenient and comprehensive 
sightseeing map with English-Japanese bilingual 
display. It comprises a large map which allows you 
to see the locations of convention facilities in one 
glance and small maps of major train stations and 
their surroundings.

A2版日英二言語表記。市内の観光・コンベ
ンション施設の位置関係が一目でわかる全
体図や主要駅前周辺図を掲載した便利な総
合観光マップ。

This is a seasonal sightseeing guide with 
information on sightseeing facilities, festive events, 
souvenirs and more.

市内の観光情報、行祭事、お土産などを紹
介した季節毎の観光ガイド。

This is a 24 page, A5 sized pamphlet with 
information on eating and drinking establishments 
situated near convention facilities in Omiya, 
Saitama Shintoshin and Urawa.

A5版冊子形式24ページ。大宮、さいたま新
都心、浦和のコンベンション施設周辺の飲
食店情報が掲載されているグルメガイド。

上記共通要件：対象
Conditions

（1）主な開催会場及び宿泊地がさいたま市内であること
（2）STIBが実施する調査に協力できること

（1）Main venue and accommodations must be in Saitama City

（2）Must be willing to cooperate with STIB surveys

JR大宮駅構内
JR Omiya Station Premises

JRさいたま新都心駅構内
JR Saitama Shintoshin Premises

JR浦和駅構内
JR Urawa Station Premises

不織布製エコバッグ Eco-bags made of non-woven fabric ビニール製バッグ Vinyl Bags

規格 Specifications 規格 Specifications 規格 Specifications

費用 Cost

ＪＲ大宮駅、ＪＲさいたま新都心駅コンコース、
JR浦和駅又は会場となる施設等。
Place: Concourse of JR Omiya, Saitama 
Shintoshin, Urawa stations or facility that 
will be used as venue.

設置場所 Place

費用

観光案内所壁面ユニット
Tourist Information Board

掲出面：ネジ留式・透明アクリル
Poster Surface:
Screw-on style / Transparent acrylic

1枚 100円（税込）　cost: 100 yen each

サイズ 縦350mm×横250mm×横・底マチ50mm
Size: H350mm×W250mm×D50mm

本体：ステンレスヘアライン加工
Main Frame:
Stainless Hairline Finish

（H1,700mm×W700mm×D600mm）
掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

柱側面ユニット
Pillar Display

掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

※コンベンション名等を印刷することも可能（別途費用要）
We can also put the name of your convention on the bags （separate charge applies）.

費用 無料　cost: Free

サイズ 縦461mm×横313mm×マチ97mm
Size: H461mm×W313mm×D97mm
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歓迎／案内看板の掲出
Welcome Signs / Signboards

大規模コンベンションに対して、最寄駅に歓迎案内板を掲出いたします。
For large conventions, we will put up welcome boards and information guides at the nearest station.

観光パンフレットの提供
Sightseeing Brochures

参加者の皆様が便利に楽しく滞在できるよう市内観光パンフレットをご提供いたします。
For your convenience, we provide sightseeing pamphlets to help make your stay in Saitama City a fun one.

コンベンションバッグの提供
Convention Bags

会議資料や抄録集等を入れられるコンベンションバッグをご提供いたします。
We provide convention bags to put your meeting documents, abstracts, et cetera.

土産品販売コーナーの設置
Setting up of Souvenir Corner

開催会場にご当地の土産品
販売コーナーの設置・手配の
お手伝いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a local 
souvenirs sale corner.

さいたま市初のクラフトビール
「氷川の杜」コーナーの設置

懇親会会場等にさいたま市初
のクラフトビール「氷川の杜」
コーナーの設置・手配のお手伝
いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a craft 
beer counter “Hikawa-no-mori” in your 
reception venue. 

推奨土産品
Recommended Souvenirs

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

さいたまの郷土色豊か
なお土産をご用意して
おります。
We have many local Saitama 
City souvenirs prepared for you. 

推奨コンベンション弁当
Recommended Bento Box Lunches

ランチョンセミナーなど
で「さいたま」ならではの
ご当地弁当をご用意で
きます。
We can provide unique Saitama 
City Bento lunches for lunch 
seminars and similar events.

SUPPORT

行政機関との調整・橋渡し
Coordination between Organizers and Administrative Organizations

県・市などの後援名義、知事や市長などの挨拶者招聘要請をお手伝いいたします。
We will assist you in getting the nominal support of Saitama City or Saitama Prefecture and in obtaining speeches from the Mayor and Governor, respectively.

さいたま市観光地図
Saitama City Sightseeing Map

「ポケナビさいたま」
Poke-Navi Saitama

さいたま市観光ガイドブック
Saitama City Sightseeing Guidebook

施設周辺飲食店案内
Restaurants near meeting venues

「コンベンション参加者便利帳」
Convenient Guide for Convention Participants

Setting up of beer counter 
“Hikawa-no-mori” (The 1st craft beer 
made in Saitama City)
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さいたまの地酒
Local Sake in Saitama City

大手門
Otemon

九重桜
Kokonoezakura

うらら
Urara

金紋世界鷹
Kinmonsekaitaka

ATTRACTION

さいたま市の観光と産業
Saitama City Tourism and Industry

TOPICS

団体名電話番号料金アイコンについて

浦和のうなぎ
Urawa Eel （Unagi）

鉄道博物館
The Railway Museum

鉄道の歴史などが学べるほか
体験型の施設も充実。
Learn the history of railways and get hands-on experience 
through the many facilities this museum offers.

中村家　048-822-2585
Nakamuraya

満寿家　048-822-1101
Masuya

山崎屋　048-822-7116
Yamazakiya

小江戸川越近郊観光コース
Tour of Neighboring Town Koedo Kawagoe

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

Saitama stib SEARCH

さいたま観光 検 索

ロッテ浦和工場
Lotte Urawa Plant

南区沼影3-1-1
3-1-1 Numakage, Minami Ward

月曜日～木曜日10：00、13：00、15：00、金曜日10：00
Monday-Thursday 10：00, 13：00, 15：00, Fridays 10：00

048-837-0337

「コアラのマーチ」等の
製造工程を見ることができる。
Observe the manufacturing process of the
Koala’s March snack （Koara-no-maachi）.

土曜日・日曜日･年末年始・会社休日
Saturdays, Sundays, Year-end & New Year’s holidays, company holidays

JR埼京線／武蔵野線武蔵浦和駅から徒歩5分
5 mins walk from Musashi Urawa station, JR Saikyo Line / Musashino Line

16

喜多山製菓　東大成工場
Kitayama Seika Inc. Plant

北区東大成町２-３６５
2-365 Higashionari-cho, Kita Ward

１０：００～１５：００

０４８-６６８-８１１１

お煎餅の製造ラインの見学、
手焼き体験ができる
Get a chance to observe the manufacturing 
process of rice crackers （SENBEI, ARARE, OKAKI） 
and experience the hand-grilled method.

土曜日・日曜日･祝日・他当社都合による不可日
Saturdays, Sundays, public holidays, unavailable days due to company
circumstances

ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅より徒歩１５分
15mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） Station, New Shuttle Line

11鈴木酒造 酒蔵資料館
Suzuki Shuzo Sake Brewery and Museum

岩槻区本町4-8-24
4-8-24 Honcho, Iwatsuki Ward

創業より使われている木造の酒蔵で試飲や
資料館の見学ができる。
You can sample sake at the brewery
which has been used since the inception
and tour the brewery museum.

月曜日・年始（1/1～1/4）
Mondays, New Year’s holidays （1/1-1/4） 

7

10：00～17：00

048-756-0067

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩7分
7 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

JR東日本大宮総合車両センター
JR East Omiya Workshop

大宮区錦町1017
1017 Nishiki-cho, Omiya Ward

13：30～15：00

048-642-7420

鉄道車両の
修繕過程の見学ができる。
Get a first-hand look at the process involved in 
repairing railway cars.

土曜日･日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

JR大宮駅西口から徒歩10分
10 mins walk from west exit of JR Omiya station

1

さいたま市大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Art Museum, Saitama

総合的な盆栽文化を発信する、
世界初の公立盆栽美術館。
The world’s first publicly-run bonsai museum, this museum is 
spreading the culture of bonsai in a comprehensive way.

3

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

各園の盆栽を気軽に見学できる。
Feel free to visit and appreciate the bonsai
in each garden. 

2

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa shrine

大宮の地名の由来となった古社。
This is an ancient shrine from which the name 
omiya （grand shrine） was derived.

1 4

埼玉県水産物地方卸売市場
Saitama Prefecture Wholesale Fish Market

北区吉野町2-226-1
2-226-1 Yoshino-cho, kita Ward

午前中
Morning Tours

048-665-5560（埼玉県魚市場）

低温売り場、セリ場等の見学ができる。
Tour the low temperature market area, the auction 
area, and more.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

14木の博物館 木力館
Wood Museum-Kiryokukan

岩槻区新方須賀558-2（大忠敷地内）
558-2 Niigata Suka, lwatsuki Ward （on the grounds of Daichu）

10：00～16：00

048-799-1560

本物の木の力と魅力を知り、
伝統工法を学ぶことができる。
Learn the true power and beauty of real wood 
and study traditional crafting techniques.

年末年始・夏期 他
Year-end through New year holidays,
Summer holidays, etc.

東武アーバンパークライン（野田線）
岩槻駅東口から越谷方面行きバス15分｢巻の上｣下車徒歩10分
Take any Koshigaya bound bus from east exit of Iwatsuki station （Tobu Urban Park Line） for 15 mins,
get off at Maki-no-ue stop and walk 10 mins

6

諏訪野（農業体験）
Suwano （Farming Experience）

緑区上野田282
282 Kami-noda, Midori Ward

048-878-0459（夜間）（Nighttime）

年間を通して四季折々の農作物の作付け体験と
農村生活体験ができる。
Experience the planting of seasonal crops and 
farm life in general throughout the year.

JR東浦和駅からさいたま東営業所行きバス20分
｢代山｣下車徒歩2分
Take the Saitama Higashi Eigyosho bound bus from
JR Higashi-Urawa station for 20 mins, get off at Daiyama and walk 2 mins

5 大宮総合食品地方卸売市場
Omiya Regional Comprehensive Food Wholesale Market

北区吉野町2-224-1
2-224-1 Yoshino-cho, Kita Ward

午前中
Morning Tours

048-664-1004（大宮中央青果市場）

青果卸売場・関連商品売場等の
見学ができる。
You can tour the Green Grocery Wholesale Market 
and other related markets.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

13

木遣歌
Kiyari （Workmen’s） Song

50,000円～（応相談）
From 50,000 yen （Negotiable）

048-878-0349

鳶職の作業歌を歌いながら
纏まわしやはしご乗りなどの技芸を演じる。
Artistic performances such as the Matoimawashi 
（“Matoi”-Spinning performance） and Hashigo-nori 
（ladder-top stunts） are done while chanting 
construction work songs.

浦和木遣保存会
Urawa Kiyari Song Preservation Association

謡曲・仕舞
Noh Song and Dance

20,000円～50,000円（応相談）
From 20,000 ～ 50,000 yen （Negotiable）

048-663-1617

室町時代以来、
多くの日本人が慣れ親しんできた芸能である。
This art form has been a favorite among the 
Japanese since the Muromachi era.

大宮能楽研究会
Omiya Nohgaku Study Group （Research Society）

和太鼓
Wadaiko （Japanese Drums）

50,000円～（応相談・演奏条件による）
From 50,000 （Negotiable depending on the terms of performance）

048-600-3033

アマチュア団体からプロ奏者まで揃えており、
様々な出演要望に対応可能。
With groups ranging from amateur performance 
groups to professional drummers, we are able to 
cater to a variety of performance requests.

和太鼓スタジオ すわんど
Wadaiko Studio Suwando

円阿弥の万作踊り
Ennami’s Mansaku Dance

70,000円～100,000円（交通費含）
From 70,000-100,000 （including transportation costs）

048-855-3369

豊年豊作を祈念するための
手踊り、段物、芝居、茶番狂言の4演目を披露する。
A 4 part performance involving hand dance,
a musical piece, a play and a burlesque comedy is 
done to pray for a bountiful year’s harvest.

さいたま市中央区円阿弥万作踊保存会
Saitama Chuo Ward Ennami Mansaku Dance Preservation Association

指扇の餅搗き踊り
Sashiogi Mochitsuki （Rice Pounding） Dance

70,000円（交通費、もち米代含）
From 70,000 （including transportation costs, mochi rice fee）

048-624-5544

主に祝い事を披露するときに行われ、
真証搗きや曲搗きの他、万作踊りがある。
Mainly performed at celebratory functions,
this dance includes the Shinsho-tsuki and 
Kyoku-tsuki rice pounding styles as well as the 
Mansaku Dance.

指扇地区餅搗き踊り保存会
Sashiogi District Mochitsuki Dance Preservation Association

深作ささら獅子舞
Fukasaku Sasara Shishimai “Lion dance”

200,000円～
From 200,000 yen

048-684-1929

境内に築かれた舞場で、
牝獅子1牡獅子2の3頭が笛の音に合わせ、
ある時は静かに、ある時は勇壮に舞い、物語を演ずる。
On a stage built on shrine grounds,
a female lion and two male lions dance to the 
sounds of the flute, at times calmly and at times 
valiantly, performing a story.

深作ささら獅子舞保存会
Fukasaku Sasara Shishimai Preservation Association

秩父屋台囃子
Chichibu Outdoor Band

拘束時間・人数による
Negotiable

0494-22-2111（事務局）
　　　　　　　　　　　　 （Office）

国指定無形文化財で、力強く本家本元の
「秩父屋台囃子」を演奏する。

Enjoy the powerful and original sounds of the 
Chichibu Outdoor Band, a nationally recognized 
Intangible Cultural Asset.

高野右吉と秩父社中
Ukichi Takano and Chichibu Troupe

リサイクル・プラザJB
Recycle Plaza JB

北区吉野町2-272-5
2-272-5 Yoshino-cho, Kita Ward

10：00～17：00

048-652-6671

リサイクル処理の方法を目で観て、
触る体験見学ができる。
Get a chance to see and experience the
recycling process hands-on.

土曜日・日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

ニューシャトル吉野原駅から徒歩10分
10 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

12

埼玉県大久保浄水場
Okubo Water Purification Plant, Saitama Prefecture

桜区宿618
618 Shuku, Sakura Ward

9：00～15：30

048-852-8841

場内の概要説明からビデオ上映を含め、
水道用水が出来るまでの過程を紹介する。
Listen to explanation and watch a video on the 
process involved in making tap water.

土曜日・日曜日･
祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year’s holidays

JR高崎線／宇都宮線／京浜東北線浦和駅西口から
「大久保浄水場行き」バス40分終点下車

Take the Okubo Josuijo bound bus from west exit of Urawa station
（JR Takasaki Line / Utsunomiya Line / Keihin Tohoku Line）, get off at the final stop （40 mins）

15

東玉・人形の博物館
Togyoku Doll Museum

岩槻区本町3-2
3-2 Honcho, Iwatsuki Ward

10：00～17：00
一般 100円､
小学生以下無料
General Admission 100 yen,
Elementary School Students and younger free of charge

048-756-1111

普段、あまり触れる事の少ない
日本人形を見学できる。
A unique opportunity to see the manufacturing 
process of Japanese dolls up close.

月曜日（ただし10/1～4/30無休）・お盆休み･年末年始・展示替え時
Mondays （however, open daily 10/1-4/30）, Bon （mid-August） holidays,
Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩2分
2 mins walk from east exit of Iwatsuki Station, Tobu Urban Park Line

8

人形歴史館 東久
The Dolls Exhibition Center

岩槻区加倉1-7-1
1-7-1 Kakura, Iwatsuki Ward

9：30～17：00

048-757-3032

人形の顔描き・木目込み人形作りを見学できる。
Observe the making of Japanese Kimekomi Dolls 
and the intricacies of doll face design.

水曜日（ただし11/1～4/30無休）・年始（1/1～1/3）
Wednesdays （however, open daily 11/1-4/30）, New Year’s holidays（1/1-1/3）

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩10分
10 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

9

一般大人300円（団体20名より1人200円）中学生以下無料
General Admission / Adults 300 yen （200 yen each for groups of 20 or more）, Junior High Students and younger free of charge

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

11：00､12：00､13：00､
14：00､15：00､16：00

048-600-3037

VIPルーム等
施設の裏側も見学できる。
Get a behind-the-scenes look at the VIP room
and more.

要確認
Schedule must be confirmed

JRさいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from JR Saitama Shintoshin station

2

一般･大人 800円　子供 400円　※他に団体割引､特別割引あり
General Admission / Adults 800 yen, Children 400 yen　* Group discounts and Special discounts available

埼玉スタジアム2002
Saitama Stadium 2002

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

10：30､13：30

048-812-2002 （ガイダンス03 月曜日を除く10：00～15：00）

アジア最大級のサッカー専用スタジアムを
専属のツアーガイドが案内する。
A personal guide will take you on a tour of one of 
the largest soccer stadiums in Asia.

要確認
Schedule must be confirmed

埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩約15分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line

4

一般･大人 600円　小学生 300円　未就学児無料　※団体割引料金あり
General Admission / Adults 600yen, Elementary School Students 300 yen, Preschoolers free　* Group discounts available

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

さいたまご当地グルメ
Saitama City Local Gourmet Food

お越しの際は、ご当地グルメをぜひ、
ご賞味ください。
Be sure to try our local cuisine
when you visit.

郷土芸能の紹介
Traditional Entertainment

懇親会における演出に郷土色豊かな芸能をご紹介いたします。
For your entertainment at social gatherings, we can arrange performances with a local flare.

観光スポットの紹介
Sightseeing Spots 所在地アイコンについて 料金交通 電話番号見学可能時間見学受入不可日所在地アイコンについて 料金 電話番号見学可能時間見学受入不可日 交通

北区土呂町2-24-3
2-24-3 Toro-cho, Kita Ward

木曜日（祝日は除く）・年末年始／展示替え期間
Thursdays(except for National Holiday), Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

9：00～16：30（3月～10月）　9：00～16：00（11月～2月）
9：00-16：30 （March-October）　9：00-16：00 （November-February）

JR宇都宮線「土呂駅」下車　東口から徒歩5分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩10分
5 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line
10 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

一般300円（200円）、高校／大学生・65歳以上150円（100円）、
小中学生100円（50円）※（ ）内は20名以上から適用
General Admission 300 yen （200 yen）
High School / University Students, Seniors 65 and up 150 yen （100 yen）
Elementary / Junior High Students 100 Yen （50 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-780-2091

九霞園　048-663-0423
Kyuka-en

芙蓉園　048-666-2400
Fuyo-en

北区盆栽町
Bonsai-cho, Kita Ward

木曜日・年末年始
Thursdays / Year-end & New Year’s holidays

直接各園までお問い合わせください。
Contact each bonsai garden directly.

東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩５分
またはJR宇都宮線「土呂駅」下車 東口から徒歩10分
5 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line
10 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line

蔓青園　048-663-2636
Mansei-en

清香園　048-663-3931
Seiko-en

藤樹園　048-663-3899
Toju-en

大宮区高鼻町1-407
1-407 Takahana-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」東口から徒歩20分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩15分
20 mins walk from east exit of JR Omiya station
15 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

048-641-0137

大宮区大成町3-47
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

火曜日・年末年始
Tuesdays, Year-end & New Year’s holidays

10：00～18：00（入館は17：30まで）（Last entry 17:30）

JR「大宮駅」からニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」下車、徒歩1分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） station, New Shuttle Line at JR Omiya station

大人1,300円（1,040円）、小中高生600円（480円）、
幼児（3歳以上未就学時）300円（150円）
※（ ）内は20名以上から適用
Adults 1300 yen（1040 yen）, Elementary / Junior / Senior High Students 600 yen（480 yen） Pre-school
children （from 3 years up） 300 yen（150 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-651-0088

産業観光の紹介
Industrial Tourism

見る・学ぶ・触れる、さいたまの産業文化を体験できる施設をご紹介いたします。
Look! Learn! Touch! We present to you facilities that allow you to experience Saitama City’s industrial culture. 

川越本丸御殿・市博物館・市美術館
（80分）

Kawagoe Honmaru Palace /
City Museum / City Art Museum （80 mins）

菓子屋横丁
（30分）

Kashiya Yokocho （Penny Candy Lane）
（30 mins）

川越まつり会館
（60分）

Kawagoe Festival Museum
（60 mins）

時の鐘
（10分）

Toki-no-kane Bell
（10 mins）

喜多院・東照宮
（30分）

Kita-in Temple / Toshogu Shrine
（30 mins）

大宮駅から主要観光施設までのチャーターバス
Chartered Bus from Omiya station to major sightseeing facilities

大宮 ― さいたま新都心 Saitama Shintosin ・・・・5分 mins

　　　  浦和 Urawa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15分 mins

　　　  岩槻 Iwatsuki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 mins

　　　  川越 Kawagoe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40分 mins

※左記時間は、おおよそ
の目安時間です。
* The above times are 
estimates.

日程等の都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
Please understand that we may not always be able to meet your schedule requests.

©（公社）小江戸川越観光協会

スタミナラーメン
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen

9：00～17:00

鈴木人形 本社／人形工房
Suzuki Dolls

岩槻区本町3-5-16
3-5-16 Honcho, Iwatsuki ward

人形の頭（かしら）づくり等の
人形工房を見学できる。
Tour a doll workshop and see how they are 
made.

土曜日・日曜日・祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year's holidays.

10

048-757-0223

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩5分
5 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

造幣さいたま博物館
Saitama Mint Museum

お金の歴史や貨幣・勲章等の
製造工程について学ぶことができる。
Learn about the history and process of money and 
medal manufacturing.

3

9:00～16:30（入館は16：00まで）（Last entry 16：00）

大宮区北袋町1-190-22
1-190-22 Kitabukuro-cho, Omiya ward

048-645-5899

JRさいたま新都心駅東口から徒歩12分
12 mins walk from east exit of JR Saitama Shintoshin station

年末年始
Year-end & New Year's holidays

1098 11
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Highway Bus （ON Liner） 110 mins 10 mins
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Keisei Skyliner
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Highway Bus 70 mins 10 mins
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新都心

さいたま
新都心

約80分
mins

in total

空港連絡バス90分
Highway Bus 90 mins

Urawa

さいたま市へのアクセス

都心からわずか30分。鉄道網の充実に加え、高速バス等で国内・外から快適にお越しいただけます。

Access to Saitama City

Located a mere 30 mins from the capital, Saitama City has a well-established train network,
highway buses and more which will guarantee that you travel in comfort whether you are coming from inside or outside Japan. 
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Tokaido Shinkansen 133分
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新 大 阪
SHIN OSAKA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 186分
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東北新幹線利用
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※ 各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道・山陽新幹線は東京駅
から大宮駅行き新幹線の乗車及び乗換時間も含まれています。
Each required time is the shortest of each route.For Tokaido and 
Tokaido Sanyo Shinkansen, the riding time and transfer time at 
Tokyo Station are included to take Shinkansen for Omiya.
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さいたまの地酒
Local Sake in Saitama City

大手門
Otemon

九重桜
Kokonoezakura

うらら
Urara

金紋世界鷹
Kinmonsekaitaka

ATTRACTION

さいたま市の観光と産業
Saitama City Tourism and Industry

TOPICS

団体名電話番号料金アイコンについて

浦和のうなぎ
Urawa Eel （Unagi）

鉄道博物館
The Railway Museum

鉄道の歴史などが学べるほか
体験型の施設も充実。
Learn the history of railways and get hands-on experience 
through the many facilities this museum offers.

中村家　048-822-2585
Nakamuraya

満寿家　048-822-1101
Masuya

山崎屋　048-822-7116
Yamazakiya

小江戸川越近郊観光コース
Tour of Neighboring Town Koedo Kawagoe

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

Saitama stib SEARCH

さいたま観光 検 索

ロッテ浦和工場
Lotte Urawa Plant

南区沼影3-1-1
3-1-1 Numakage, Minami Ward

月曜日～木曜日10：00、13：00、15：00、金曜日10：00
Monday-Thursday 10：00, 13：00, 15：00, Fridays 10：00

048-837-0337

「コアラのマーチ」等の
製造工程を見ることができる。
Observe the manufacturing process of the
Koala’s March snack （Koara-no-maachi）.

土曜日・日曜日･年末年始・会社休日
Saturdays, Sundays, Year-end & New Year’s holidays, company holidays

JR埼京線／武蔵野線武蔵浦和駅から徒歩5分
5 mins walk from Musashi Urawa station, JR Saikyo Line / Musashino Line

16

喜多山製菓　東大成工場
Kitayama Seika Inc. Plant

北区東大成町２-３６５
2-365 Higashionari-cho, Kita Ward

１０：００～１５：００

０４８-６６８-８１１１

お煎餅の製造ラインの見学、
手焼き体験ができる
Get a chance to observe the manufacturing 
process of rice crackers （SENBEI, ARARE, OKAKI） 
and experience the hand-grilled method.

土曜日・日曜日･祝日・他当社都合による不可日
Saturdays, Sundays, public holidays, unavailable days due to company
circumstances

ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅より徒歩１５分
15mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） Station, New Shuttle Line

11鈴木酒造 酒蔵資料館
Suzuki Shuzo Sake Brewery and Museum

岩槻区本町4-8-24
4-8-24 Honcho, Iwatsuki Ward

創業より使われている木造の酒蔵で試飲や
資料館の見学ができる。
You can sample sake at the brewery
which has been used since the inception
and tour the brewery museum.

月曜日・年始（1/1～1/4）
Mondays, New Year’s holidays （1/1-1/4） 

7

10：00～17：00

048-756-0067

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩7分
7 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

JR東日本大宮総合車両センター
JR East Omiya Workshop

大宮区錦町1017
1017 Nishiki-cho, Omiya Ward

13：30～15：00

048-642-7420

鉄道車両の
修繕過程の見学ができる。
Get a first-hand look at the process involved in 
repairing railway cars.

土曜日･日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

JR大宮駅西口から徒歩10分
10 mins walk from west exit of JR Omiya station

1

さいたま市大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Art Museum, Saitama

総合的な盆栽文化を発信する、
世界初の公立盆栽美術館。
The world’s first publicly-run bonsai museum, this museum is 
spreading the culture of bonsai in a comprehensive way.

3

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

各園の盆栽を気軽に見学できる。
Feel free to visit and appreciate the bonsai
in each garden. 

2

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa shrine

大宮の地名の由来となった古社。
This is an ancient shrine from which the name 
omiya （grand shrine） was derived.

1 4

埼玉県水産物地方卸売市場
Saitama Prefecture Wholesale Fish Market

北区吉野町2-226-1
2-226-1 Yoshino-cho, kita Ward

午前中
Morning Tours

048-665-5560（埼玉県魚市場）

低温売り場、セリ場等の見学ができる。
Tour the low temperature market area, the auction 
area, and more.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

14木の博物館 木力館
Wood Museum-Kiryokukan

岩槻区新方須賀558-2（大忠敷地内）
558-2 Niigata Suka, lwatsuki Ward （on the grounds of Daichu）

10：00～16：00

048-799-1560

本物の木の力と魅力を知り、
伝統工法を学ぶことができる。
Learn the true power and beauty of real wood 
and study traditional crafting techniques.

年末年始・夏期 他
Year-end through New year holidays,
Summer holidays, etc.

東武アーバンパークライン（野田線）
岩槻駅東口から越谷方面行きバス15分｢巻の上｣下車徒歩10分
Take any Koshigaya bound bus from east exit of Iwatsuki station （Tobu Urban Park Line） for 15 mins,
get off at Maki-no-ue stop and walk 10 mins

6

諏訪野（農業体験）
Suwano （Farming Experience）

緑区上野田282
282 Kami-noda, Midori Ward

048-878-0459（夜間）（Nighttime）

年間を通して四季折々の農作物の作付け体験と
農村生活体験ができる。
Experience the planting of seasonal crops and 
farm life in general throughout the year.

JR東浦和駅からさいたま東営業所行きバス20分
｢代山｣下車徒歩2分
Take the Saitama Higashi Eigyosho bound bus from
JR Higashi-Urawa station for 20 mins, get off at Daiyama and walk 2 mins

5 大宮総合食品地方卸売市場
Omiya Regional Comprehensive Food Wholesale Market

北区吉野町2-224-1
2-224-1 Yoshino-cho, Kita Ward

午前中
Morning Tours

048-664-1004（大宮中央青果市場）

青果卸売場・関連商品売場等の
見学ができる。
You can tour the Green Grocery Wholesale Market 
and other related markets.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

13

木遣歌
Kiyari （Workmen’s） Song

50,000円～（応相談）
From 50,000 yen （Negotiable）

048-878-0349

鳶職の作業歌を歌いながら
纏まわしやはしご乗りなどの技芸を演じる。
Artistic performances such as the Matoimawashi 
（“Matoi”-Spinning performance） and Hashigo-nori 
（ladder-top stunts） are done while chanting 
construction work songs.

浦和木遣保存会
Urawa Kiyari Song Preservation Association

謡曲・仕舞
Noh Song and Dance

20,000円～50,000円（応相談）
From 20,000 ～ 50,000 yen （Negotiable）

048-663-1617

室町時代以来、
多くの日本人が慣れ親しんできた芸能である。
This art form has been a favorite among the 
Japanese since the Muromachi era.

大宮能楽研究会
Omiya Nohgaku Study Group （Research Society）

和太鼓
Wadaiko （Japanese Drums）

50,000円～（応相談・演奏条件による）
From 50,000 （Negotiable depending on the terms of performance）

048-600-3033

アマチュア団体からプロ奏者まで揃えており、
様々な出演要望に対応可能。
With groups ranging from amateur performance 
groups to professional drummers, we are able to 
cater to a variety of performance requests.

和太鼓スタジオ すわんど
Wadaiko Studio Suwando

円阿弥の万作踊り
Ennami’s Mansaku Dance

70,000円～100,000円（交通費含）
From 70,000-100,000 （including transportation costs）

048-855-3369

豊年豊作を祈念するための
手踊り、段物、芝居、茶番狂言の4演目を披露する。
A 4 part performance involving hand dance,
a musical piece, a play and a burlesque comedy is 
done to pray for a bountiful year’s harvest.

さいたま市中央区円阿弥万作踊保存会
Saitama Chuo Ward Ennami Mansaku Dance Preservation Association

指扇の餅搗き踊り
Sashiogi Mochitsuki （Rice Pounding） Dance

70,000円（交通費、もち米代含）
From 70,000 （including transportation costs, mochi rice fee）

048-624-5544

主に祝い事を披露するときに行われ、
真証搗きや曲搗きの他、万作踊りがある。
Mainly performed at celebratory functions,
this dance includes the Shinsho-tsuki and 
Kyoku-tsuki rice pounding styles as well as the 
Mansaku Dance.

指扇地区餅搗き踊り保存会
Sashiogi District Mochitsuki Dance Preservation Association

深作ささら獅子舞
Fukasaku Sasara Shishimai “Lion dance”

200,000円～
From 200,000 yen

048-684-1929

境内に築かれた舞場で、
牝獅子1牡獅子2の3頭が笛の音に合わせ、
ある時は静かに、ある時は勇壮に舞い、物語を演ずる。
On a stage built on shrine grounds,
a female lion and two male lions dance to the 
sounds of the flute, at times calmly and at times 
valiantly, performing a story.

深作ささら獅子舞保存会
Fukasaku Sasara Shishimai Preservation Association

秩父屋台囃子
Chichibu Outdoor Band

拘束時間・人数による
Negotiable

0494-22-2111（事務局）
　　　　　　　　　　　　 （Office）

国指定無形文化財で、力強く本家本元の
「秩父屋台囃子」を演奏する。

Enjoy the powerful and original sounds of the 
Chichibu Outdoor Band, a nationally recognized 
Intangible Cultural Asset.

高野右吉と秩父社中
Ukichi Takano and Chichibu Troupe

リサイクル・プラザJB
Recycle Plaza JB

北区吉野町2-272-5
2-272-5 Yoshino-cho, Kita Ward

10：00～17：00

048-652-6671

リサイクル処理の方法を目で観て、
触る体験見学ができる。
Get a chance to see and experience the
recycling process hands-on.

土曜日・日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

ニューシャトル吉野原駅から徒歩10分
10 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line
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埼玉県大久保浄水場
Okubo Water Purification Plant, Saitama Prefecture

桜区宿618
618 Shuku, Sakura Ward

9：00～15：30

048-852-8841

場内の概要説明からビデオ上映を含め、
水道用水が出来るまでの過程を紹介する。
Listen to explanation and watch a video on the 
process involved in making tap water.

土曜日・日曜日･
祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year’s holidays

JR高崎線／宇都宮線／京浜東北線浦和駅西口から
「大久保浄水場行き」バス40分終点下車

Take the Okubo Josuijo bound bus from west exit of Urawa station
（JR Takasaki Line / Utsunomiya Line / Keihin Tohoku Line）, get off at the final stop （40 mins）

15

東玉・人形の博物館
Togyoku Doll Museum

岩槻区本町3-2
3-2 Honcho, Iwatsuki Ward

10：00～17：00
一般 100円､
小学生以下無料
General Admission 100 yen,
Elementary School Students and younger free of charge

048-756-1111

普段、あまり触れる事の少ない
日本人形を見学できる。
A unique opportunity to see the manufacturing 
process of Japanese dolls up close.

月曜日（ただし10/1～4/30無休）・お盆休み･年末年始・展示替え時
Mondays （however, open daily 10/1-4/30）, Bon （mid-August） holidays,
Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩2分
2 mins walk from east exit of Iwatsuki Station, Tobu Urban Park Line

8

人形歴史館 東久
The Dolls Exhibition Center

岩槻区加倉1-7-1
1-7-1 Kakura, Iwatsuki Ward

9：30～17：00

048-757-3032

人形の顔描き・木目込み人形作りを見学できる。
Observe the making of Japanese Kimekomi Dolls 
and the intricacies of doll face design.

水曜日（ただし11/1～4/30無休）・年始（1/1～1/3）
Wednesdays （however, open daily 11/1-4/30）, New Year’s holidays（1/1-1/3）

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩10分
10 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

9

一般大人300円（団体20名より1人200円）中学生以下無料
General Admission / Adults 300 yen （200 yen each for groups of 20 or more）, Junior High Students and younger free of charge

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

11：00､12：00､13：00､
14：00､15：00､16：00

048-600-3037

VIPルーム等
施設の裏側も見学できる。
Get a behind-the-scenes look at the VIP room
and more.

要確認
Schedule must be confirmed

JRさいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from JR Saitama Shintoshin station

2

一般･大人 800円　子供 400円　※他に団体割引､特別割引あり
General Admission / Adults 800 yen, Children 400 yen　* Group discounts and Special discounts available

埼玉スタジアム2002
Saitama Stadium 2002

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

10：30､13：30

048-812-2002 （ガイダンス03 月曜日を除く10：00～15：00）

アジア最大級のサッカー専用スタジアムを
専属のツアーガイドが案内する。
A personal guide will take you on a tour of one of 
the largest soccer stadiums in Asia.

要確認
Schedule must be confirmed

埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩約15分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line

4

一般･大人 600円　小学生 300円　未就学児無料　※団体割引料金あり
General Admission / Adults 600yen, Elementary School Students 300 yen, Preschoolers free　* Group discounts available

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable
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さいたまご当地グルメ
Saitama City Local Gourmet Food

お越しの際は、ご当地グルメをぜひ、
ご賞味ください。
Be sure to try our local cuisine
when you visit.

郷土芸能の紹介
Traditional Entertainment

懇親会における演出に郷土色豊かな芸能をご紹介いたします。
For your entertainment at social gatherings, we can arrange performances with a local flare.

観光スポットの紹介
Sightseeing Spots 所在地アイコンについて 料金交通 電話番号見学可能時間見学受入不可日所在地アイコンについて 料金 電話番号見学可能時間見学受入不可日 交通

北区土呂町2-24-3
2-24-3 Toro-cho, Kita Ward

木曜日（祝日は除く）・年末年始／展示替え期間
Thursdays(except for National Holiday), Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

9：00～16：30（3月～10月）　9：00～16：00（11月～2月）
9：00-16：30 （March-October）　9：00-16：00 （November-February）

JR宇都宮線「土呂駅」下車　東口から徒歩5分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩10分
5 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line
10 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

一般300円（200円）、高校／大学生・65歳以上150円（100円）、
小中学生100円（50円）※（ ）内は20名以上から適用
General Admission 300 yen （200 yen）
High School / University Students, Seniors 65 and up 150 yen （100 yen）
Elementary / Junior High Students 100 Yen （50 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-780-2091

九霞園　048-663-0423
Kyuka-en

芙蓉園　048-666-2400
Fuyo-en

北区盆栽町
Bonsai-cho, Kita Ward

木曜日・年末年始
Thursdays / Year-end & New Year’s holidays

直接各園までお問い合わせください。
Contact each bonsai garden directly.

東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩５分
またはJR宇都宮線「土呂駅」下車 東口から徒歩10分
5 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line
10 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line

蔓青園　048-663-2636
Mansei-en

清香園　048-663-3931
Seiko-en

藤樹園　048-663-3899
Toju-en

大宮区高鼻町1-407
1-407 Takahana-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」東口から徒歩20分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩15分
20 mins walk from east exit of JR Omiya station
15 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

048-641-0137

大宮区大成町3-47
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

火曜日・年末年始
Tuesdays, Year-end & New Year’s holidays

10：00～18：00（入館は17：30まで）（Last entry 17:30）

JR「大宮駅」からニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」下車、徒歩1分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） station, New Shuttle Line at JR Omiya station

大人1,300円（1,040円）、小中高生600円（480円）、
幼児（3歳以上未就学時）300円（150円）
※（ ）内は20名以上から適用
Adults 1300 yen（1040 yen）, Elementary / Junior / Senior High Students 600 yen（480 yen） Pre-school
children （from 3 years up） 300 yen（150 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-651-0088

産業観光の紹介
Industrial Tourism

見る・学ぶ・触れる、さいたまの産業文化を体験できる施設をご紹介いたします。
Look! Learn! Touch! We present to you facilities that allow you to experience Saitama City’s industrial culture. 

川越本丸御殿・市博物館・市美術館
（80分）

Kawagoe Honmaru Palace /
City Museum / City Art Museum （80 mins）

菓子屋横丁
（30分）

Kashiya Yokocho （Penny Candy Lane）
（30 mins）

川越まつり会館
（60分）

Kawagoe Festival Museum
（60 mins）

時の鐘
（10分）

Toki-no-kane Bell
（10 mins）

喜多院・東照宮
（30分）

Kita-in Temple / Toshogu Shrine
（30 mins）

大宮駅から主要観光施設までのチャーターバス
Chartered Bus from Omiya station to major sightseeing facilities

大宮 ― さいたま新都心 Saitama Shintosin ・・・・5分 mins

　　　  浦和 Urawa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15分 mins

　　　  岩槻 Iwatsuki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 mins

　　　  川越 Kawagoe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40分 mins

※左記時間は、おおよそ
の目安時間です。
* The above times are 
estimates.

日程等の都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
Please understand that we may not always be able to meet your schedule requests.

©（公社）小江戸川越観光協会

スタミナラーメン
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen

9：00～17:00

鈴木人形 本社／人形工房
Suzuki Dolls

岩槻区本町3-5-16
3-5-16 Honcho, Iwatsuki ward

人形の頭（かしら）づくり等の
人形工房を見学できる。
Tour a doll workshop and see how they are 
made.

土曜日・日曜日・祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year's holidays.
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048-757-0223

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩5分
5 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

造幣さいたま博物館
Saitama Mint Museum

お金の歴史や貨幣・勲章等の
製造工程について学ぶことができる。
Learn about the history and process of money and 
medal manufacturing.

3

9:00～16:30（入館は16：00まで）（Last entry 16：00）

大宮区北袋町1-190-22
1-190-22 Kitabukuro-cho, Omiya ward

048-645-5899

JRさいたま新都心駅東口から徒歩12分
12 mins walk from east exit of JR Saitama Shintoshin station

年末年始
Year-end & New Year's holidays
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赤十字病院

ビバモール
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ブリランテ
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空港連絡バス
発着所（1F）

シーノ大宮

ソニックシティ

パレスホテル
大宮
ビックカメラ

JACK大宮
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西口
大宮駅

大宮DOM
ショッピングセンター

アルシェ
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そごう

空港連絡バス
発着所

大宮駅周辺
Omiya Station Vicinity

さいたま新都心駅周辺
Saitama Shintoshin Station Vicinity

浦和駅周辺
Urawa Station Vicinity

高速道路
Expressway

JR線
JR Line

新幹線
Shinkansen

東武アーバンパークライン
Tobu Urban Park Line

成田エクスプレス
60分

成田空港
NARITA

AIRPORT

Narita Express
60 mins

Shinkansen 25 mins

大
　宮

約100分
mins

in total

空港連絡バス（ONライナー）110分 10分
Highway Bus （ON Liner） 110 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin

約120分
mins

in total

京成スカイライナー
39分

京浜東北線
27分

新幹線各線25分

6分
Keisei Skyliner

39 mins
Keihin

Tohoku
Line

27 mins

6 mins

2分
2 mins

Urawa
浦和

Saitama
Shintoshin

Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

Nippori
日暮里 約90分

mins
in total

京急線
25分 6分

羽田空港
HANEDA
AIRPORT

Keikyu Line
25 mins

上野東京ライン
35分

Ueno-Tokyo
Line

35 mins

6 mins

2分
2 mins

UrawaShina
gawa

浦和

浦和

大
　宮

Saitama
Shintoshin

約80分
mins

in total

10分空港連絡バス70分
Highway Bus 70 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

約80分
mins

in total

空港連絡バス90分
Highway Bus 90 mins

Urawa

さいたま市へのアクセス

都心からわずか30分。鉄道網の充実に加え、高速バス等で国内・外から快適にお越しいただけます。

Access to Saitama City

Located a mere 30 mins from the capital, Saitama City has a well-established train network,
highway buses and more which will guarantee that you travel in comfort whether you are coming from inside or outside Japan. 
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Sonic City

パレスホテル大宮
Palace Hotel Omiya
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Hotel Brillante Musashino
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ラフレさいたま
Rafre Saitama

埼玉会館
Saitama Kaikan■5
浦和ロイヤルパインズホテル
Urawa Royal Pines Hotel■6

ACCESS

伊勢丹

コルソ

市民会館うらわ

浦和警察署さいたま
市役所
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イトーヨーカドー
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浦和駅

大宮駅
OMIYA

秋 田
AKITA

秋田新幹線利用
Akita Shinkansen 202分

mins

山 形
YAMAGATA

山形新幹線利用
Yamagata Shinkansen 134分

mins

名 古 屋
NAGOYA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 133分

mins

新 大 阪
SHIN OSAKA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 186分

mins

新 青 森
SHIN AOMORI

東北新幹線利用
Tohoku Shinkansen 166分

mins

広 島
HIROSHIMA

東海道・山陽新幹線利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 272分

mins

長 野
NAGANO

北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 59分

mins

新 潟
NIIGATA

上越新幹線利用
Joetsu Shinkansen 75分

mins

博 多
HAKATA

東海道・山陽新幹線利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 336分

mins

新函館北斗
SHIN-HAKODATE-HOKUTO

北海道新幹線利用
Hokkaido Shinkansen 219分

mins

金 沢
KANAZAWA

北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 124分

mins

※ 各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道・山陽新幹線は東京駅
から大宮駅行き新幹線の乗車及び乗換時間も含まれています。
Each required time is the shortest of each route.For Tokaido and 
Tokaido Sanyo Shinkansen, the riding time and transfer time at 
Tokyo Station are included to take Shinkansen for Omiya.

Tokyo
東京

東 京
TOKYO

新幹線各線
Shinkansen

Ueno

上野
大
　宮

25分
mins

in total

Omiya

約30分
mins

in total

上野東京
ライン

Ueno-Tokyo
Line Urawa

浦和
Saitama

Shintoshin

さいたま
新都心

Ueno

上野

新 宿
SHINJUKU

湘南新宿ライン
Shonan-Shinjuku

Line Urawa
浦和

Ikebukuro

池袋 大
宮

Omiya

約30分
mins

in total

品川

54



VENUES

■4

開催施設と宿泊施設

コンベンションの規模・日程・予算等に応じた施設の提案をいたします。

Meeting Venues and Accommodation Facilities

●さいたま市にはこの他にも駅至近で便利な施設があります。　Saitama City has many other facilities conveniently located close to train stations.

We can recommend venues and accommodations to match the scale, schedule and budget of your convention.
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客室数：204室　宿泊人数：335名
Guestrooms: 204　Capacity: 335 pax

主要会場：ローズルーム　702㎡（スクール450席）
Main Halls: Rose Room 702㎡ （seats 450 in classroom layout）

その他　15室（51～415㎡）
Other: 15 rooms （51～415㎡）

大宮区桜木町1-7-5
1-7-5 Sakuragi-cho, Omiya Ward

大宮駅から徒歩3分
3 mins walk from Omiya station

048-647-3300
http://www.palace-omiya.co.jp

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-600-3000　　http://www.saitama-arena.co.jp
世界最大級の可動システムによるメインアリーナ（7,100㎡）、コミュニ
ティアリーナ（7,500㎡）、スタジアム（14,600㎡）、展示ホール（1,000㎡）
の4つのステージで多彩なコンベンションに対応が可能。
Boasting the world’s largest movable system, the arena offers the flexibility
of four distinct venues; the Main Arena （7100㎡）, Community Arena （7500㎡）, 
Stadium （14,600㎡） and Exhibition Hall （1000㎡） which can cater to
a wide variety of conventions.

大ホール（2,505席）、小ホール（496席）、大小会議室、展示場、
イベント広場、そして宿泊施設などで構成されたトータルなコンベ
ンション機能を持つ複合施設。
This multifunctional complex caters to all your convention needs
with a Large Hall （2505 seats）, Small Hall （496 seats）, several large
and small conference rooms, exhibition hall, events square, 
accommodation facilities and more.

客室数：196室　宿泊人数：375名
Guestrooms: 196　Capacity: 375 pax

主要会場：ロイヤルクラウン　1,100㎡（スクール860席）
Main Halls: Royal Crown 1,100㎡ （seats 860 in classroom layout）

その他　23室（46～540㎡）
Other: 23 rooms （46～540㎡）

浦和区仲町2-5-1　2-5-1 Naka-cho, Urawa Ward

浦和駅から徒歩7分　7 mins walk from Urawa station

048-827-1111　　http://www.royalpines.co.jp/

浦和区高砂3-1-4　3-1-4 Takasago, Urawa Ward

浦和駅から徒歩6分　6 mins walk from Urawa station

048-829-2471　　http://www.saf.or.jp
埼玉会館には「木」の大ホール（1,315席）があります。「木のホール」ならではのやわらかく
あたたかい雰囲気をお楽しみください。他に小ホール（504席）や大小会議室、展示室があり、
様々なコンベンション対応が可能。
Enjoy the warm and subtle atmosphere of the wooden Main Hall with a seating capacity of 1315.
Also having a small hall （504 seats）, large and small conference rooms and exhibition rooms,
this facility is perfect for a variety of conventions. 

交通 電話番号所在地アイコンについて ホームページアドレス

大宮区桜木町1-7-5
1-7-5 Sakuragi-cho, Omiya Ward

大宮駅から徒歩3分
3 mins walk from Omiya station

048-647-4558
http://www.sonic-city.or.jp

客室数：186室　宿泊人数：281名
Guestrooms: 186　Capacity: 281 pax

主要会場：櫻　417㎡（スクール234席）
Main Halls: Sakura 417㎡ （seats 234 in classroom layout）

その他　15室（47～374㎡）
Other: 15 rooms （47～374㎡）

中央区新都心3-2
3-2 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩10分
10 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-601-1111
http://www.rafre.co.jp

客室数：60室　宿泊人数：92名
Guestrooms: 60　Capacity: 92 pax

主要会場：エメラルド　660㎡（スクール400席）
Main Halls: Emerald 660㎡ （seats 400 in classroom layout）

その他　16室（30～280㎡）
Other: 16 rooms （30～280㎡）

中央区新都心2-2
2-2 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩5分
5 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-601-5555
http://www.hotel-brillante.com

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

収容人数 Capacity

1,212

客室数 No. of Guestrooms

853

施設数 No. of Facilities

5

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel
宿泊施設

Accommodation Facilities

収容人数 Capacity

1,369

124

1,493

客室数 No. of Guestrooms

1,060

33

1,093

施設数 No. of Facilities

8

4

12

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel

旅館・民宿等 Japanese style Ryokan / Minshuku

合計 Total

宿泊施設
Accommodation Facilities 収容人数 Capacity

1,070

客室数 No. of Guestrooms

675

施設数 No. of Facilities

9

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel
宿泊施設

Accommodation Facilities

大ホール　Large Hall

展示場　Exhibition Hall 会議室　Conference Rooms

国際会議室　International Conference Room

ローズルーム　Rose Room

同時通訳設備　6ブース（6ヵ国同時通訳可）
Simultaneous Interpretation Facilities
6 booths （able to accommodate simultaneous interpretation in 6 languages）

STUDIO1・2
面積：330㎡　Area: 330㎡
収容人員：シアター 302席
　　　　 スクール 100席
Capacity:
seats 302 in theater layout
seats 100 in classroom layout
その他　５室（45～135㎡）
Other: 5 rooms （45～135㎡）

ソニックシティ Sonic City■1

パレスホテル大宮 Palace Hotel Omiya

さいたまスーパーアリーナ Saitama Super Arena■2

ホテルブリランテ武蔵野
Hotel Brillante Musashino

ラフレさいたま
Rafre Saitama

■3

埼玉会館 Saitama Kaikan■5

浦和ロイヤルパインズホテル Urawa Royal Pines Hotel■6

（アリーナ4F）
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コンベンション開催助成金
Convention Subsidy

（1）さいたま市内を主会場とするもの。
（2）参加者100人以上（内10%以上が海外から）の国際会議、または参加者500人以上（参加者が関東全域以上に亘ること）の国内会議。
（3）会期が2日間以上で、総参加者数のうち相当数がさいたま市内の宿泊施設へ宿泊するもの。
（4）さいたま市の関係機関から補助金の交付又は、これに類する支援を受けていないこと。
（5）主催者及び参加者へのアンケート調査を依頼した場合、誠意をもって協力すること。
（1）Main venue is in Saitama City.
（2）International Convention with a minimum of 100 participants （10% of which must be from overseas） or Domestic Convention with a minimum of 500 participants 
     （participants must at least come from throughout the Kanto region）.
（3）Meeting must last at least 2 days, with the majority of the participants staying at accommodation facilities in Saitama City.
（4）Must not be receiving subsidies or similar assistance from any other entity connected to Saitama City.
（5）Please cooperate in administrating our questionnaires to your participants if so requested.

1.交付対象となるコンベンション（主な条件） Main Conditions of Eligibility

2.交付額 Subsidy Amount

メニュー
Type

内容
Eligible Expenses

ユニークベニュー
Unique Venue

エクスカーション
Excursion

アトラクション
Performance

市内観光を実施する際のバス使用料に掛かる費用の一部
Tour bus (sightseeing around Saitama city)

アトラクション派遣に要する費用の一部 
Performance

会場費、設備・機材使用料、送迎バス使用料に掛かる費用の一部 
Venue, equipment/set-up, bus

交付額
Subsidy Amount

万円まで（※）最高20
up to 200,000 yen (＊)

SUPPORT

申 請 は
開催前年度の6月末ま

で
Applications due in June of fiscal year prior to convention!

アフターコンベンション開催助成金
Post-Convention Subsidy

上記コンベンション開催助成金の条件（1）、（3）、（4）は同じ。
※コンベンション開催助成金との併用も可。    
（2）参加者50人以上（日本を含む3ヶ国以上に亘る）の国際会議、または参加者100人以上（参加者が関東全域以上に亘る）の国内会議。

※交付は上記のいずれか１つの申請とし、対象経費の1/2以内
＊Applicants can apply for one option only, and the maximum subsidy is half of the eligible expenses. 

Same as conditions ⑴,⑶,⑷ of the above "Convention Subsidy".    
＊It is possible to receive both types of subsidy.
（2）International Convention with a minimum of 50 participants (must come from at least 3 countries including Japan) or Domestic Convention with a minimum of 
    100 participants (must come from at least throughout the Kanto region).   

1.交付対象となるメニュー（主な条件） Main Conditions of Eligibility

SUPPORT

申請は開催前年度の
3月第1営業日から
開催日1ヶ月前まで

Accepting applications from the first weekday of March in 
the prior fiscal year up until a month before the convention.

（1）上限は主催者総経費の10%。
（2）協会会員企業をご利用いただくと、更に10万円以内を追加助成。
※会員については、業務内容に応じてご紹介いたします。
（1）Maximum subsidy is 10% of total expenses.
（2）An additional subsidy of up to 100,000 yen will be granted to organizers who use 

      STIB member companies.
* Member companies are introduced according tothe services you require.

本助成金の内容についてご不明な点は、コンベンション事業担当
にお問い合わせください。
Please contact our convention projects staff to make inquiries about this subsidy.

2.交付額 Subsidy Amount

100～199人（pax）

200～299人（pax）

300～399人（pax）

400～499人（pax）

500～799人（pax）

800～999人（pax）

1,000人（pax）～

国際会議
lnternational Convention

交付額
Subsidy Amount

参加者数
No. of Participants

万円以内
up to 500,000 yen50

100
150
200
250
400
500

万円以内
up to 1,000,000 yen

万円以内
up to 1,500,000 yen

万円以内
up to 2,000,000 yen

万円以内
up to 2,500,000 yen

万円以内
up to 4,000,000 yen

万円以内
up to 5,000,000 yen

500～799人（pax）

800～1,299人（pax）

1,300～1,999人（pax）

2,000人（pax）～

国内会議
Domestic Convention

交付額
Subsidy Amount

参加者数
No. of Participants

万円以内
up to 450,000 yen45

75万円以内
up to 750,000 yen

120万円以内
up to 1,200,000 yen

150万円以内
up to 1,500,000 yen

12



VENUES

■4

開催施設と宿泊施設

コンベンションの規模・日程・予算等に応じた施設の提案をいたします。

Meeting Venues and Accommodation Facilities

●さいたま市にはこの他にも駅至近で便利な施設があります。　Saitama City has many other facilities conveniently located close to train stations.

We can recommend venues and accommodations to match the scale, schedule and budget of your convention.
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客室数：204室　宿泊人数：335名
Guestrooms: 204　Capacity: 335 pax

主要会場：ローズルーム　702㎡（スクール450席）
Main Halls: Rose Room 702㎡ （seats 450 in classroom layout）

その他　15室（51～415㎡）
Other: 15 rooms （51～415㎡）

大宮区桜木町1-7-5
1-7-5 Sakuragi-cho, Omiya Ward

大宮駅から徒歩3分
3 mins walk from Omiya station

048-647-3300
http://www.palace-omiya.co.jp

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-600-3000　　http://www.saitama-arena.co.jp
世界最大級の可動システムによるメインアリーナ（7,100㎡）、コミュニ
ティアリーナ（7,500㎡）、スタジアム（14,600㎡）、展示ホール（1,000㎡）
の4つのステージで多彩なコンベンションに対応が可能。
Boasting the world’s largest movable system, the arena offers the flexibility
of four distinct venues; the Main Arena （7100㎡）, Community Arena （7500㎡）, 
Stadium （14,600㎡） and Exhibition Hall （1000㎡） which can cater to
a wide variety of conventions.

大ホール（2,505席）、小ホール（496席）、大小会議室、展示場、
イベント広場、そして宿泊施設などで構成されたトータルなコンベ
ンション機能を持つ複合施設。
This multifunctional complex caters to all your convention needs
with a Large Hall （2505 seats）, Small Hall （496 seats）, several large
and small conference rooms, exhibition hall, events square, 
accommodation facilities and more.

客室数：196室　宿泊人数：375名
Guestrooms: 196　Capacity: 375 pax

主要会場：ロイヤルクラウン　1,100㎡（スクール860席）
Main Halls: Royal Crown 1,100㎡ （seats 860 in classroom layout）

その他　23室（46～540㎡）
Other: 23 rooms （46～540㎡）

浦和区仲町2-5-1　2-5-1 Naka-cho, Urawa Ward

浦和駅から徒歩7分　7 mins walk from Urawa station

048-827-1111　　http://www.royalpines.co.jp/

浦和区高砂3-1-4　3-1-4 Takasago, Urawa Ward

浦和駅から徒歩6分　6 mins walk from Urawa station

048-829-2471　　http://www.saf.or.jp
埼玉会館には「木」の大ホール（1,315席）があります。「木のホール」ならではのやわらかく
あたたかい雰囲気をお楽しみください。他に小ホール（504席）や大小会議室、展示室があり、
様々なコンベンション対応が可能。
Enjoy the warm and subtle atmosphere of the wooden Main Hall with a seating capacity of 1315.
Also having a small hall （504 seats）, large and small conference rooms and exhibition rooms,
this facility is perfect for a variety of conventions. 

交通 電話番号所在地アイコンについて ホームページアドレス

大宮区桜木町1-7-5
1-7-5 Sakuragi-cho, Omiya Ward

大宮駅から徒歩3分
3 mins walk from Omiya station

048-647-4558
http://www.sonic-city.or.jp

客室数：186室　宿泊人数：281名
Guestrooms: 186　Capacity: 281 pax

主要会場：櫻　417㎡（スクール234席）
Main Halls: Sakura 417㎡ （seats 234 in classroom layout）

その他　15室（47～374㎡）
Other: 15 rooms （47～374㎡）

中央区新都心3-2
3-2 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩10分
10 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-601-1111
http://www.rafre.co.jp

客室数：60室　宿泊人数：92名
Guestrooms: 60　Capacity: 92 pax

主要会場：エメラルド　660㎡（スクール400席）
Main Halls: Emerald 660㎡ （seats 400 in classroom layout）

その他　16室（30～280㎡）
Other: 16 rooms （30～280㎡）

中央区新都心2-2
2-2 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩5分
5 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-601-5555
http://www.hotel-brillante.com

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

収容人数 Capacity

1,212

客室数 No. of Guestrooms

853

施設数 No. of Facilities

5

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel
宿泊施設

Accommodation Facilities

収容人数 Capacity

1,369

124

1,493

客室数 No. of Guestrooms

1,060

33

1,093

施設数 No. of Facilities

8

4

12

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel

旅館・民宿等 Japanese style Ryokan / Minshuku

合計 Total

宿泊施設
Accommodation Facilities 収容人数 Capacity

1,070

客室数 No. of Guestrooms

675

施設数 No. of Facilities

9

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel
宿泊施設

Accommodation Facilities

大ホール　Large Hall

展示場　Exhibition Hall 会議室　Conference Rooms

国際会議室　International Conference Room

ローズルーム　Rose Room

同時通訳設備　6ブース（6ヵ国同時通訳可）
Simultaneous Interpretation Facilities
6 booths （able to accommodate simultaneous interpretation in 6 languages）

STUDIO1・2
面積：330㎡　Area: 330㎡
収容人員：シアター 302席
　　　　 スクール 100席
Capacity:
seats 302 in theater layout
seats 100 in classroom layout
その他　５室（45～135㎡）
Other: 5 rooms （45～135㎡）

ソニックシティ Sonic City■1

パレスホテル大宮 Palace Hotel Omiya

さいたまスーパーアリーナ Saitama Super Arena■2

ホテルブリランテ武蔵野
Hotel Brillante Musashino

ラフレさいたま
Rafre Saitama

■3

埼玉会館 Saitama Kaikan■5

浦和ロイヤルパインズホテル Urawa Royal Pines Hotel■6

（アリーナ4F）
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コンベンション開催助成金
Convention Subsidy

（1）さいたま市内を主会場とするもの。
（2）参加者100人以上（内10%以上が海外から）の国際会議、または参加者500人以上（参加者が関東全域以上に亘ること）の国内会議。
（3）会期が2日間以上で、総参加者数のうち相当数がさいたま市内の宿泊施設へ宿泊するもの。
（4）さいたま市の関係機関から補助金の交付又は、これに類する支援を受けていないこと。
（5）主催者及び参加者へのアンケート調査を依頼した場合、誠意をもって協力すること。
（1）Main venue is in Saitama City.
（2）International Convention with a minimum of 100 participants （10% of which must be from overseas） or Domestic Convention with a minimum of 500 participants 
     （participants must at least come from throughout the Kanto region）.
（3）Meeting must last at least 2 days, with the majority of the participants staying at accommodation facilities in Saitama City.
（4）Must not be receiving subsidies or similar assistance from any other entity connected to Saitama City.
（5）Please cooperate in administrating our questionnaires to your participants if so requested.

1.交付対象となるコンベンション（主な条件） Main Conditions of Eligibility

2.交付額 Subsidy Amount

メニュー
Type

内容
Eligible Expenses

ユニークベニュー
Unique Venue

エクスカーション
Excursion

アトラクション
Performance

市内観光を実施する際のバス使用料に掛かる費用の一部
Tour bus (sightseeing around Saitama city)

アトラクション派遣に要する費用の一部 
Performance

会場費、設備・機材使用料、送迎バス使用料に掛かる費用の一部 
Venue, equipment/set-up, bus

交付額
Subsidy Amount

万円まで（※）最高20
up to 200,000 yen (＊)

SUPPORT

申 請 は
開催前年度の6月末ま

で
Applications due in June of fiscal year prior to convention!

アフターコンベンション開催助成金
Post-Convention Subsidy

上記コンベンション開催助成金の条件（1）、（3）、（4）は同じ。
※コンベンション開催助成金との併用も可。    
（2）参加者50人以上（日本を含む3ヶ国以上に亘る）の国際会議、または参加者100人以上（参加者が関東全域以上に亘る）の国内会議。

※交付は上記のいずれか１つの申請とし、対象経費の1/2以内
＊Applicants can apply for one option only, and the maximum subsidy is half of the eligible expenses. 

Same as conditions ⑴,⑶,⑷ of the above "Convention Subsidy".    
＊It is possible to receive both types of subsidy.
（2）International Convention with a minimum of 50 participants (must come from at least 3 countries including Japan) or Domestic Convention with a minimum of 
    100 participants (must come from at least throughout the Kanto region).   

1.交付対象となるメニュー（主な条件） Main Conditions of Eligibility

SUPPORT

申請は開催前年度の
3月第1営業日から
開催日1ヶ月前まで

Accepting applications from the first weekday of March in 
the prior fiscal year up until a month before the convention.

（1）上限は主催者総経費の10%。
（2）協会会員企業をご利用いただくと、更に10万円以内を追加助成。
※会員については、業務内容に応じてご紹介いたします。
（1）Maximum subsidy is 10% of total expenses.
（2）An additional subsidy of up to 100,000 yen will be granted to organizers who use 

      STIB member companies.
* Member companies are introduced according tothe services you require.

本助成金の内容についてご不明な点は、コンベンション事業担当
にお問い合わせください。
Please contact our convention projects staff to make inquiries about this subsidy.

2.交付額 Subsidy Amount

100～199人（pax）

200～299人（pax）

300～399人（pax）

400～499人（pax）

500～799人（pax）

800～999人（pax）

1,000人（pax）～

国際会議
lnternational Convention

交付額
Subsidy Amount

参加者数
No. of Participants

万円以内
up to 500,000 yen50

100
150
200
250
400
500

万円以内
up to 1,000,000 yen

万円以内
up to 1,500,000 yen

万円以内
up to 2,000,000 yen

万円以内
up to 2,500,000 yen

万円以内
up to 4,000,000 yen

万円以内
up to 5,000,000 yen

500～799人（pax）

800～1,299人（pax）

1,300～1,999人（pax）

2,000人（pax）～

国内会議
Domestic Convention

交付額
Subsidy Amount

参加者数
No. of Participants

万円以内
up to 450,000 yen45

75万円以内
up to 750,000 yen

120万円以内
up to 1,200,000 yen

150万円以内
up to 1,500,000 yen
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さいたまの地酒
Local Sake in Saitama City

大手門
Otemon

九重桜
Kokonoezakura

うらら
Urara

金紋世界鷹
Kinmonsekaitaka

ATTRACTION

さいたま市の観光と産業
Saitama City Tourism and Industry

TOPICS

団体名電話番号料金アイコンについて

浦和のうなぎ
Urawa Eel （Unagi）

鉄道博物館
The Railway Museum

鉄道の歴史などが学べるほか
体験型の施設も充実。
Learn the history of railways and get hands-on experience 
through the many facilities this museum offers.

中村家　048-822-2585
Nakamuraya

満寿家　048-822-1101
Masuya

山崎屋　048-822-7116
Yamazakiya

小江戸川越近郊観光コース
Tour of Neighboring Town Koedo Kawagoe

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

Saitama stib SEARCH

さいたま観光 検 索

ロッテ浦和工場
Lotte Urawa Plant

南区沼影3-1-1
3-1-1 Numakage, Minami Ward

月曜日～木曜日10：00、13：00、15：00、金曜日10：00
Monday-Thursday 10：00, 13：00, 15：00, Fridays 10：00

048-837-0337

「コアラのマーチ」等の
製造工程を見ることができる。
Observe the manufacturing process of the
Koala’s March snack （Koara-no-maachi）.

土曜日・日曜日･年末年始・会社休日
Saturdays, Sundays, Year-end & New Year’s holidays, company holidays

JR埼京線／武蔵野線武蔵浦和駅から徒歩5分
5 mins walk from Musashi Urawa station, JR Saikyo Line / Musashino Line

16

喜多山製菓　東大成工場
Kitayama Seika Inc. Plant

北区東大成町２-３６５
2-365 Higashionari-cho, Kita Ward

１０：００～１５：００

０４８-６６８-８１１１

お煎餅の製造ラインの見学、
手焼き体験ができる
Get a chance to observe the manufacturing 
process of rice crackers （SENBEI, ARARE, OKAKI） 
and experience the hand-grilled method.

土曜日・日曜日･祝日・他当社都合による不可日
Saturdays, Sundays, public holidays, unavailable days due to company
circumstances

ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅より徒歩１５分
15mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） Station, New Shuttle Line

11鈴木酒造 酒蔵資料館
Suzuki Shuzo Sake Brewery and Museum

岩槻区本町4-8-24
4-8-24 Honcho, Iwatsuki Ward

創業より使われている木造の酒蔵で試飲や
資料館の見学ができる。
You can sample sake at the brewery
which has been used since the inception
and tour the brewery museum.

月曜日・年始（1/1～1/4）
Mondays, New Year’s holidays （1/1-1/4） 

7

10：00～17：00

048-756-0067

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩7分
7 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

JR東日本大宮総合車両センター
JR East Omiya Workshop

大宮区錦町1017
1017 Nishiki-cho, Omiya Ward

13：30～15：00

048-642-7420

鉄道車両の
修繕過程の見学ができる。
Get a first-hand look at the process involved in 
repairing railway cars.

土曜日･日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

JR大宮駅西口から徒歩10分
10 mins walk from west exit of JR Omiya station

1

さいたま市大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Art Museum, Saitama

総合的な盆栽文化を発信する、
世界初の公立盆栽美術館。
The world’s first publicly-run bonsai museum, this museum is 
spreading the culture of bonsai in a comprehensive way.

3

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

各園の盆栽を気軽に見学できる。
Feel free to visit and appreciate the bonsai
in each garden. 

2

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa shrine

大宮の地名の由来となった古社。
This is an ancient shrine from which the name 
omiya （grand shrine） was derived.

1 4

埼玉県水産物地方卸売市場
Saitama Prefecture Wholesale Fish Market

北区吉野町2-226-1
2-226-1 Yoshino-cho, kita Ward

午前中
Morning Tours

048-665-5560（埼玉県魚市場）

低温売り場、セリ場等の見学ができる。
Tour the low temperature market area, the auction 
area, and more.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

14木の博物館 木力館
Wood Museum-Kiryokukan

岩槻区新方須賀558-2（大忠敷地内）
558-2 Niigata Suka, lwatsuki Ward （on the grounds of Daichu）

10：00～16：00

048-799-1560

本物の木の力と魅力を知り、
伝統工法を学ぶことができる。
Learn the true power and beauty of real wood 
and study traditional crafting techniques.

年末年始・夏期 他
Year-end through New year holidays,
Summer holidays, etc.

東武アーバンパークライン（野田線）
岩槻駅東口から越谷方面行きバス15分｢巻の上｣下車徒歩10分
Take any Koshigaya bound bus from east exit of Iwatsuki station （Tobu Urban Park Line） for 15 mins,
get off at Maki-no-ue stop and walk 10 mins

6

諏訪野（農業体験）
Suwano （Farming Experience）

緑区上野田282
282 Kami-noda, Midori Ward

048-878-0459（夜間）（Nighttime）

年間を通して四季折々の農作物の作付け体験と
農村生活体験ができる。
Experience the planting of seasonal crops and 
farm life in general throughout the year.

JR東浦和駅からさいたま東営業所行きバス20分
｢代山｣下車徒歩2分
Take the Saitama Higashi Eigyosho bound bus from
JR Higashi-Urawa station for 20 mins, get off at Daiyama and walk 2 mins

5 大宮総合食品地方卸売市場
Omiya Regional Comprehensive Food Wholesale Market

北区吉野町2-224-1
2-224-1 Yoshino-cho, Kita Ward

午前中
Morning Tours

048-664-1004（大宮中央青果市場）

青果卸売場・関連商品売場等の
見学ができる。
You can tour the Green Grocery Wholesale Market 
and other related markets.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line
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木遣歌
Kiyari （Workmen’s） Song

50,000円～（応相談）
From 50,000 yen （Negotiable）

048-878-0349

鳶職の作業歌を歌いながら
纏まわしやはしご乗りなどの技芸を演じる。
Artistic performances such as the Matoimawashi 
（“Matoi”-Spinning performance） and Hashigo-nori 
（ladder-top stunts） are done while chanting 
construction work songs.

浦和木遣保存会
Urawa Kiyari Song Preservation Association

謡曲・仕舞
Noh Song and Dance

20,000円～50,000円（応相談）
From 20,000 ～ 50,000 yen （Negotiable）

048-663-1617

室町時代以来、
多くの日本人が慣れ親しんできた芸能である。
This art form has been a favorite among the 
Japanese since the Muromachi era.

大宮能楽研究会
Omiya Nohgaku Study Group （Research Society）

和太鼓
Wadaiko （Japanese Drums）

50,000円～（応相談・演奏条件による）
From 50,000 （Negotiable depending on the terms of performance）

048-600-3033

アマチュア団体からプロ奏者まで揃えており、
様々な出演要望に対応可能。
With groups ranging from amateur performance 
groups to professional drummers, we are able to 
cater to a variety of performance requests.

和太鼓スタジオ すわんど
Wadaiko Studio Suwando

円阿弥の万作踊り
Ennami’s Mansaku Dance

70,000円～100,000円（交通費含）
From 70,000-100,000 （including transportation costs）

048-855-3369

豊年豊作を祈念するための
手踊り、段物、芝居、茶番狂言の4演目を披露する。
A 4 part performance involving hand dance,
a musical piece, a play and a burlesque comedy is 
done to pray for a bountiful year’s harvest.

さいたま市中央区円阿弥万作踊保存会
Saitama Chuo Ward Ennami Mansaku Dance Preservation Association

指扇の餅搗き踊り
Sashiogi Mochitsuki （Rice Pounding） Dance

70,000円（交通費、もち米代含）
From 70,000 （including transportation costs, mochi rice fee）

048-624-5544

主に祝い事を披露するときに行われ、
真証搗きや曲搗きの他、万作踊りがある。
Mainly performed at celebratory functions,
this dance includes the Shinsho-tsuki and 
Kyoku-tsuki rice pounding styles as well as the 
Mansaku Dance.

指扇地区餅搗き踊り保存会
Sashiogi District Mochitsuki Dance Preservation Association

深作ささら獅子舞
Fukasaku Sasara Shishimai “Lion dance”

200,000円～
From 200,000 yen

048-684-1929

境内に築かれた舞場で、
牝獅子1牡獅子2の3頭が笛の音に合わせ、
ある時は静かに、ある時は勇壮に舞い、物語を演ずる。
On a stage built on shrine grounds,
a female lion and two male lions dance to the 
sounds of the flute, at times calmly and at times 
valiantly, performing a story.

深作ささら獅子舞保存会
Fukasaku Sasara Shishimai Preservation Association

秩父屋台囃子
Chichibu Outdoor Band

拘束時間・人数による
Negotiable

0494-22-2111（事務局）
　　　　　　　　　　　　 （Office）

国指定無形文化財で、力強く本家本元の
「秩父屋台囃子」を演奏する。

Enjoy the powerful and original sounds of the 
Chichibu Outdoor Band, a nationally recognized 
Intangible Cultural Asset.

高野右吉と秩父社中
Ukichi Takano and Chichibu Troupe

リサイクル・プラザJB
Recycle Plaza JB

北区吉野町2-272-5
2-272-5 Yoshino-cho, Kita Ward

10：00～17：00

048-652-6671

リサイクル処理の方法を目で観て、
触る体験見学ができる。
Get a chance to see and experience the
recycling process hands-on.

土曜日・日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

ニューシャトル吉野原駅から徒歩10分
10 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line
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埼玉県大久保浄水場
Okubo Water Purification Plant, Saitama Prefecture

桜区宿618
618 Shuku, Sakura Ward

9：00～15：30

048-852-8841

場内の概要説明からビデオ上映を含め、
水道用水が出来るまでの過程を紹介する。
Listen to explanation and watch a video on the 
process involved in making tap water.

土曜日・日曜日･
祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year’s holidays

JR高崎線／宇都宮線／京浜東北線浦和駅西口から
「大久保浄水場行き」バス40分終点下車

Take the Okubo Josuijo bound bus from west exit of Urawa station
（JR Takasaki Line / Utsunomiya Line / Keihin Tohoku Line）, get off at the final stop （40 mins）

15

東玉・人形の博物館
Togyoku Doll Museum

岩槻区本町3-2
3-2 Honcho, Iwatsuki Ward

10：00～17：00
一般 100円､
小学生以下無料
General Admission 100 yen,
Elementary School Students and younger free of charge

048-756-1111

普段、あまり触れる事の少ない
日本人形を見学できる。
A unique opportunity to see the manufacturing 
process of Japanese dolls up close.

月曜日（ただし10/1～4/30無休）・お盆休み･年末年始・展示替え時
Mondays （however, open daily 10/1-4/30）, Bon （mid-August） holidays,
Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩2分
2 mins walk from east exit of Iwatsuki Station, Tobu Urban Park Line

8

人形歴史館 東久
The Dolls Exhibition Center

岩槻区加倉1-7-1
1-7-1 Kakura, Iwatsuki Ward

9：30～17：00

048-757-3032

人形の顔描き・木目込み人形作りを見学できる。
Observe the making of Japanese Kimekomi Dolls 
and the intricacies of doll face design.

水曜日（ただし11/1～4/30無休）・年始（1/1～1/3）
Wednesdays （however, open daily 11/1-4/30）, New Year’s holidays（1/1-1/3）

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩10分
10 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

9

一般大人300円（団体20名より1人200円）中学生以下無料
General Admission / Adults 300 yen （200 yen each for groups of 20 or more）, Junior High Students and younger free of charge

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

11：00､12：00､13：00､
14：00､15：00､16：00

048-600-3037

VIPルーム等
施設の裏側も見学できる。
Get a behind-the-scenes look at the VIP room
and more.

要確認
Schedule must be confirmed

JRさいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from JR Saitama Shintoshin station

2

一般･大人 800円　子供 400円　※他に団体割引､特別割引あり
General Admission / Adults 800 yen, Children 400 yen　* Group discounts and Special discounts available

埼玉スタジアム2002
Saitama Stadium 2002

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

10：30､13：30

048-812-2002 （ガイダンス03 月曜日を除く10：00～15：00）

アジア最大級のサッカー専用スタジアムを
専属のツアーガイドが案内する。
A personal guide will take you on a tour of one of 
the largest soccer stadiums in Asia.

要確認
Schedule must be confirmed

埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩約15分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line

4

一般･大人 600円　小学生 300円　未就学児無料　※団体割引料金あり
General Admission / Adults 600yen, Elementary School Students 300 yen, Preschoolers free　* Group discounts available

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

さいたまご当地グルメ
Saitama City Local Gourmet Food

お越しの際は、ご当地グルメをぜひ、
ご賞味ください。
Be sure to try our local cuisine
when you visit.

郷土芸能の紹介
Traditional Entertainment

懇親会における演出に郷土色豊かな芸能をご紹介いたします。
For your entertainment at social gatherings, we can arrange performances with a local flare.

観光スポットの紹介
Sightseeing Spots 所在地アイコンについて 料金交通 電話番号見学可能時間見学受入不可日所在地アイコンについて 料金 電話番号見学可能時間見学受入不可日 交通

北区土呂町2-24-3
2-24-3 Toro-cho, Kita Ward

木曜日（祝日は除く）・年末年始／展示替え期間
Thursdays(except for National Holiday), Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

9：00～16：30（3月～10月）　9：00～16：00（11月～2月）
9：00-16：30 （March-October）　9：00-16：00 （November-February）

JR宇都宮線「土呂駅」下車　東口から徒歩5分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩10分
5 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line
10 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

一般300円（200円）、高校／大学生・65歳以上150円（100円）、
小中学生100円（50円）※（ ）内は20名以上から適用
General Admission 300 yen （200 yen）
High School / University Students, Seniors 65 and up 150 yen （100 yen）
Elementary / Junior High Students 100 Yen （50 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-780-2091

九霞園　048-663-0423
Kyuka-en

芙蓉園　048-666-2400
Fuyo-en

北区盆栽町
Bonsai-cho, Kita Ward

木曜日・年末年始
Thursdays / Year-end & New Year’s holidays

直接各園までお問い合わせください。
Contact each bonsai garden directly.

東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩５分
またはJR宇都宮線「土呂駅」下車 東口から徒歩10分
5 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line
10 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line

蔓青園　048-663-2636
Mansei-en

清香園　048-663-3931
Seiko-en

藤樹園　048-663-3899
Toju-en

大宮区高鼻町1-407
1-407 Takahana-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」東口から徒歩20分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩15分
20 mins walk from east exit of JR Omiya station
15 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

048-641-0137

大宮区大成町3-47
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

火曜日・年末年始
Tuesdays, Year-end & New Year’s holidays

10：00～18：00（入館は17：30まで）（Last entry 17:30）

JR「大宮駅」からニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」下車、徒歩1分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） station, New Shuttle Line at JR Omiya station

大人1,300円（1,040円）、小中高生600円（480円）、
幼児（3歳以上未就学時）300円（150円）
※（ ）内は20名以上から適用
Adults 1300 yen（1040 yen）, Elementary / Junior / Senior High Students 600 yen（480 yen） Pre-school
children （from 3 years up） 300 yen（150 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-651-0088

産業観光の紹介
Industrial Tourism

見る・学ぶ・触れる、さいたまの産業文化を体験できる施設をご紹介いたします。
Look! Learn! Touch! We present to you facilities that allow you to experience Saitama City’s industrial culture. 

川越本丸御殿・市博物館・市美術館
（80分）

Kawagoe Honmaru Palace /
City Museum / City Art Museum （80 mins）

菓子屋横丁
（30分）

Kashiya Yokocho （Penny Candy Lane）
（30 mins）

川越まつり会館
（60分）

Kawagoe Festival Museum
（60 mins）

時の鐘
（10分）

Toki-no-kane Bell
（10 mins）

喜多院・東照宮
（30分）

Kita-in Temple / Toshogu Shrine
（30 mins）

大宮駅から主要観光施設までのチャーターバス
Chartered Bus from Omiya station to major sightseeing facilities

大宮 ― さいたま新都心 Saitama Shintosin ・・・・5分 mins

　　　  浦和 Urawa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15分 mins

　　　  岩槻 Iwatsuki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 mins

　　　  川越 Kawagoe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40分 mins

※左記時間は、おおよそ
の目安時間です。
* The above times are 
estimates.

日程等の都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
Please understand that we may not always be able to meet your schedule requests.

©（公社）小江戸川越観光協会

スタミナラーメン
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen

9：00～17:00

鈴木人形 本社／人形工房
Suzuki Dolls

岩槻区本町3-5-16
3-5-16 Honcho, Iwatsuki ward

人形の頭（かしら）づくり等の
人形工房を見学できる。
Tour a doll workshop and see how they are 
made.

土曜日・日曜日・祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year's holidays.

10

048-757-0223

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩5分
5 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

造幣さいたま博物館
Saitama Mint Museum

お金の歴史や貨幣・勲章等の
製造工程について学ぶことができる。
Learn about the history and process of money and 
medal manufacturing.

3

9:00～16:30（入館は16：00まで）（Last entry 16：00）

大宮区北袋町1-190-22
1-190-22 Kitabukuro-cho, Omiya ward

048-645-5899

JRさいたま新都心駅東口から徒歩12分
12 mins walk from east exit of JR Saitama Shintoshin station

年末年始
Year-end & New Year's holidays

1098 11
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新都心
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新都心

約80分
mins

in total

空港連絡バス90分
Highway Bus 90 mins

Urawa

さいたま市へのアクセス

都心からわずか30分。鉄道網の充実に加え、高速バス等で国内・外から快適にお越しいただけます。

Access to Saitama City

Located a mere 30 mins from the capital, Saitama City has a well-established train network,
highway buses and more which will guarantee that you travel in comfort whether you are coming from inside or outside Japan. 
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東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 133分
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新 大 阪
SHIN OSAKA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 186分
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東北新幹線利用
Tohoku Shinkansen 166分
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北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 124分

mins

※ 各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道・山陽新幹線は東京駅
から大宮駅行き新幹線の乗車及び乗換時間も含まれています。
Each required time is the shortest of each route.For Tokaido and 
Tokaido Sanyo Shinkansen, the riding time and transfer time at 
Tokyo Station are included to take Shinkansen for Omiya.
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さいたまの地酒
Local Sake in Saitama City

大手門
Otemon

九重桜
Kokonoezakura

うらら
Urara

金紋世界鷹
Kinmonsekaitaka

ATTRACTION

さいたま市の観光と産業
Saitama City Tourism and Industry

TOPICS

団体名電話番号料金アイコンについて

浦和のうなぎ
Urawa Eel （Unagi）

鉄道博物館
The Railway Museum

鉄道の歴史などが学べるほか
体験型の施設も充実。
Learn the history of railways and get hands-on experience 
through the many facilities this museum offers.

中村家　048-822-2585
Nakamuraya

満寿家　048-822-1101
Masuya

山崎屋　048-822-7116
Yamazakiya

小江戸川越近郊観光コース
Tour of Neighboring Town Koedo Kawagoe

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

Saitama stib SEARCH

さいたま観光 検 索

ロッテ浦和工場
Lotte Urawa Plant

南区沼影3-1-1
3-1-1 Numakage, Minami Ward

月曜日～木曜日10：00、13：00、15：00、金曜日10：00
Monday-Thursday 10：00, 13：00, 15：00, Fridays 10：00

048-837-0337

「コアラのマーチ」等の
製造工程を見ることができる。
Observe the manufacturing process of the
Koala’s March snack （Koara-no-maachi）.

土曜日・日曜日･年末年始・会社休日
Saturdays, Sundays, Year-end & New Year’s holidays, company holidays

JR埼京線／武蔵野線武蔵浦和駅から徒歩5分
5 mins walk from Musashi Urawa station, JR Saikyo Line / Musashino Line

16

喜多山製菓　東大成工場
Kitayama Seika Inc. Plant

北区東大成町２-３６５
2-365 Higashionari-cho, Kita Ward

１０：００～１５：００

０４８-６６８-８１１１

お煎餅の製造ラインの見学、
手焼き体験ができる
Get a chance to observe the manufacturing 
process of rice crackers （SENBEI, ARARE, OKAKI） 
and experience the hand-grilled method.

土曜日・日曜日･祝日・他当社都合による不可日
Saturdays, Sundays, public holidays, unavailable days due to company
circumstances

ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅より徒歩１５分
15mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） Station, New Shuttle Line

11鈴木酒造 酒蔵資料館
Suzuki Shuzo Sake Brewery and Museum

岩槻区本町4-8-24
4-8-24 Honcho, Iwatsuki Ward

創業より使われている木造の酒蔵で試飲や
資料館の見学ができる。
You can sample sake at the brewery
which has been used since the inception
and tour the brewery museum.

月曜日・年始（1/1～1/4）
Mondays, New Year’s holidays （1/1-1/4） 

7

10：00～17：00

048-756-0067

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩7分
7 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

JR東日本大宮総合車両センター
JR East Omiya Workshop

大宮区錦町1017
1017 Nishiki-cho, Omiya Ward

13：30～15：00

048-642-7420

鉄道車両の
修繕過程の見学ができる。
Get a first-hand look at the process involved in 
repairing railway cars.

土曜日･日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

JR大宮駅西口から徒歩10分
10 mins walk from west exit of JR Omiya station

1

さいたま市大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Art Museum, Saitama

総合的な盆栽文化を発信する、
世界初の公立盆栽美術館。
The world’s first publicly-run bonsai museum, this museum is 
spreading the culture of bonsai in a comprehensive way.

3

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

各園の盆栽を気軽に見学できる。
Feel free to visit and appreciate the bonsai
in each garden. 

2

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa shrine

大宮の地名の由来となった古社。
This is an ancient shrine from which the name 
omiya （grand shrine） was derived.

1 4

埼玉県水産物地方卸売市場
Saitama Prefecture Wholesale Fish Market

北区吉野町2-226-1
2-226-1 Yoshino-cho, kita Ward

午前中
Morning Tours

048-665-5560（埼玉県魚市場）

低温売り場、セリ場等の見学ができる。
Tour the low temperature market area, the auction 
area, and more.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

14木の博物館 木力館
Wood Museum-Kiryokukan

岩槻区新方須賀558-2（大忠敷地内）
558-2 Niigata Suka, lwatsuki Ward （on the grounds of Daichu）

10：00～16：00

048-799-1560

本物の木の力と魅力を知り、
伝統工法を学ぶことができる。
Learn the true power and beauty of real wood 
and study traditional crafting techniques.

年末年始・夏期 他
Year-end through New year holidays,
Summer holidays, etc.

東武アーバンパークライン（野田線）
岩槻駅東口から越谷方面行きバス15分｢巻の上｣下車徒歩10分
Take any Koshigaya bound bus from east exit of Iwatsuki station （Tobu Urban Park Line） for 15 mins,
get off at Maki-no-ue stop and walk 10 mins

6

諏訪野（農業体験）
Suwano （Farming Experience）

緑区上野田282
282 Kami-noda, Midori Ward

048-878-0459（夜間）（Nighttime）

年間を通して四季折々の農作物の作付け体験と
農村生活体験ができる。
Experience the planting of seasonal crops and 
farm life in general throughout the year.

JR東浦和駅からさいたま東営業所行きバス20分
｢代山｣下車徒歩2分
Take the Saitama Higashi Eigyosho bound bus from
JR Higashi-Urawa station for 20 mins, get off at Daiyama and walk 2 mins

5 大宮総合食品地方卸売市場
Omiya Regional Comprehensive Food Wholesale Market

北区吉野町2-224-1
2-224-1 Yoshino-cho, Kita Ward

午前中
Morning Tours

048-664-1004（大宮中央青果市場）

青果卸売場・関連商品売場等の
見学ができる。
You can tour the Green Grocery Wholesale Market 
and other related markets.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

13

木遣歌
Kiyari （Workmen’s） Song

50,000円～（応相談）
From 50,000 yen （Negotiable）

048-878-0349

鳶職の作業歌を歌いながら
纏まわしやはしご乗りなどの技芸を演じる。
Artistic performances such as the Matoimawashi 
（“Matoi”-Spinning performance） and Hashigo-nori 
（ladder-top stunts） are done while chanting 
construction work songs.

浦和木遣保存会
Urawa Kiyari Song Preservation Association

謡曲・仕舞
Noh Song and Dance

20,000円～50,000円（応相談）
From 20,000 ～ 50,000 yen （Negotiable）

048-663-1617

室町時代以来、
多くの日本人が慣れ親しんできた芸能である。
This art form has been a favorite among the 
Japanese since the Muromachi era.

大宮能楽研究会
Omiya Nohgaku Study Group （Research Society）

和太鼓
Wadaiko （Japanese Drums）

50,000円～（応相談・演奏条件による）
From 50,000 （Negotiable depending on the terms of performance）

048-600-3033

アマチュア団体からプロ奏者まで揃えており、
様々な出演要望に対応可能。
With groups ranging from amateur performance 
groups to professional drummers, we are able to 
cater to a variety of performance requests.

和太鼓スタジオ すわんど
Wadaiko Studio Suwando

円阿弥の万作踊り
Ennami’s Mansaku Dance

70,000円～100,000円（交通費含）
From 70,000-100,000 （including transportation costs）

048-855-3369

豊年豊作を祈念するための
手踊り、段物、芝居、茶番狂言の4演目を披露する。
A 4 part performance involving hand dance,
a musical piece, a play and a burlesque comedy is 
done to pray for a bountiful year’s harvest.

さいたま市中央区円阿弥万作踊保存会
Saitama Chuo Ward Ennami Mansaku Dance Preservation Association

指扇の餅搗き踊り
Sashiogi Mochitsuki （Rice Pounding） Dance

70,000円（交通費、もち米代含）
From 70,000 （including transportation costs, mochi rice fee）

048-624-5544

主に祝い事を披露するときに行われ、
真証搗きや曲搗きの他、万作踊りがある。
Mainly performed at celebratory functions,
this dance includes the Shinsho-tsuki and 
Kyoku-tsuki rice pounding styles as well as the 
Mansaku Dance.

指扇地区餅搗き踊り保存会
Sashiogi District Mochitsuki Dance Preservation Association

深作ささら獅子舞
Fukasaku Sasara Shishimai “Lion dance”

200,000円～
From 200,000 yen

048-684-1929

境内に築かれた舞場で、
牝獅子1牡獅子2の3頭が笛の音に合わせ、
ある時は静かに、ある時は勇壮に舞い、物語を演ずる。
On a stage built on shrine grounds,
a female lion and two male lions dance to the 
sounds of the flute, at times calmly and at times 
valiantly, performing a story.

深作ささら獅子舞保存会
Fukasaku Sasara Shishimai Preservation Association

秩父屋台囃子
Chichibu Outdoor Band

拘束時間・人数による
Negotiable

0494-22-2111（事務局）
　　　　　　　　　　　　 （Office）

国指定無形文化財で、力強く本家本元の
「秩父屋台囃子」を演奏する。

Enjoy the powerful and original sounds of the 
Chichibu Outdoor Band, a nationally recognized 
Intangible Cultural Asset.

高野右吉と秩父社中
Ukichi Takano and Chichibu Troupe

リサイクル・プラザJB
Recycle Plaza JB

北区吉野町2-272-5
2-272-5 Yoshino-cho, Kita Ward

10：00～17：00

048-652-6671

リサイクル処理の方法を目で観て、
触る体験見学ができる。
Get a chance to see and experience the
recycling process hands-on.

土曜日・日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

ニューシャトル吉野原駅から徒歩10分
10 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

12

埼玉県大久保浄水場
Okubo Water Purification Plant, Saitama Prefecture

桜区宿618
618 Shuku, Sakura Ward

9：00～15：30

048-852-8841

場内の概要説明からビデオ上映を含め、
水道用水が出来るまでの過程を紹介する。
Listen to explanation and watch a video on the 
process involved in making tap water.

土曜日・日曜日･
祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year’s holidays

JR高崎線／宇都宮線／京浜東北線浦和駅西口から
「大久保浄水場行き」バス40分終点下車

Take the Okubo Josuijo bound bus from west exit of Urawa station
（JR Takasaki Line / Utsunomiya Line / Keihin Tohoku Line）, get off at the final stop （40 mins）

15

東玉・人形の博物館
Togyoku Doll Museum

岩槻区本町3-2
3-2 Honcho, Iwatsuki Ward

10：00～17：00
一般 100円､
小学生以下無料
General Admission 100 yen,
Elementary School Students and younger free of charge

048-756-1111

普段、あまり触れる事の少ない
日本人形を見学できる。
A unique opportunity to see the manufacturing 
process of Japanese dolls up close.

月曜日（ただし10/1～4/30無休）・お盆休み･年末年始・展示替え時
Mondays （however, open daily 10/1-4/30）, Bon （mid-August） holidays,
Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩2分
2 mins walk from east exit of Iwatsuki Station, Tobu Urban Park Line

8

人形歴史館 東久
The Dolls Exhibition Center

岩槻区加倉1-7-1
1-7-1 Kakura, Iwatsuki Ward

9：30～17：00

048-757-3032

人形の顔描き・木目込み人形作りを見学できる。
Observe the making of Japanese Kimekomi Dolls 
and the intricacies of doll face design.

水曜日（ただし11/1～4/30無休）・年始（1/1～1/3）
Wednesdays （however, open daily 11/1-4/30）, New Year’s holidays（1/1-1/3）

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩10分
10 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

9

一般大人300円（団体20名より1人200円）中学生以下無料
General Admission / Adults 300 yen （200 yen each for groups of 20 or more）, Junior High Students and younger free of charge

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

11：00､12：00､13：00､
14：00､15：00､16：00

048-600-3037

VIPルーム等
施設の裏側も見学できる。
Get a behind-the-scenes look at the VIP room
and more.

要確認
Schedule must be confirmed

JRさいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from JR Saitama Shintoshin station

2

一般･大人 800円　子供 400円　※他に団体割引､特別割引あり
General Admission / Adults 800 yen, Children 400 yen　* Group discounts and Special discounts available

埼玉スタジアム2002
Saitama Stadium 2002

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

10：30､13：30

048-812-2002 （ガイダンス03 月曜日を除く10：00～15：00）

アジア最大級のサッカー専用スタジアムを
専属のツアーガイドが案内する。
A personal guide will take you on a tour of one of 
the largest soccer stadiums in Asia.

要確認
Schedule must be confirmed

埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩約15分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line

4

一般･大人 600円　小学生 300円　未就学児無料　※団体割引料金あり
General Admission / Adults 600yen, Elementary School Students 300 yen, Preschoolers free　* Group discounts available

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable
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さいたまご当地グルメ
Saitama City Local Gourmet Food

お越しの際は、ご当地グルメをぜひ、
ご賞味ください。
Be sure to try our local cuisine
when you visit.

郷土芸能の紹介
Traditional Entertainment

懇親会における演出に郷土色豊かな芸能をご紹介いたします。
For your entertainment at social gatherings, we can arrange performances with a local flare.

観光スポットの紹介
Sightseeing Spots 所在地アイコンについて 料金交通 電話番号見学可能時間見学受入不可日所在地アイコンについて 料金 電話番号見学可能時間見学受入不可日 交通

北区土呂町2-24-3
2-24-3 Toro-cho, Kita Ward

木曜日（祝日は除く）・年末年始／展示替え期間
Thursdays(except for National Holiday), Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

9：00～16：30（3月～10月）　9：00～16：00（11月～2月）
9：00-16：30 （March-October）　9：00-16：00 （November-February）

JR宇都宮線「土呂駅」下車　東口から徒歩5分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩10分
5 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line
10 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

一般300円（200円）、高校／大学生・65歳以上150円（100円）、
小中学生100円（50円）※（ ）内は20名以上から適用
General Admission 300 yen （200 yen）
High School / University Students, Seniors 65 and up 150 yen （100 yen）
Elementary / Junior High Students 100 Yen （50 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-780-2091

九霞園　048-663-0423
Kyuka-en

芙蓉園　048-666-2400
Fuyo-en

北区盆栽町
Bonsai-cho, Kita Ward

木曜日・年末年始
Thursdays / Year-end & New Year’s holidays

直接各園までお問い合わせください。
Contact each bonsai garden directly.

東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩５分
またはJR宇都宮線「土呂駅」下車 東口から徒歩10分
5 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line
10 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line

蔓青園　048-663-2636
Mansei-en

清香園　048-663-3931
Seiko-en

藤樹園　048-663-3899
Toju-en

大宮区高鼻町1-407
1-407 Takahana-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」東口から徒歩20分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩15分
20 mins walk from east exit of JR Omiya station
15 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

048-641-0137

大宮区大成町3-47
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

火曜日・年末年始
Tuesdays, Year-end & New Year’s holidays

10：00～18：00（入館は17：30まで）（Last entry 17:30）

JR「大宮駅」からニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」下車、徒歩1分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） station, New Shuttle Line at JR Omiya station

大人1,300円（1,040円）、小中高生600円（480円）、
幼児（3歳以上未就学時）300円（150円）
※（ ）内は20名以上から適用
Adults 1300 yen（1040 yen）, Elementary / Junior / Senior High Students 600 yen（480 yen） Pre-school
children （from 3 years up） 300 yen（150 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-651-0088

産業観光の紹介
Industrial Tourism

見る・学ぶ・触れる、さいたまの産業文化を体験できる施設をご紹介いたします。
Look! Learn! Touch! We present to you facilities that allow you to experience Saitama City’s industrial culture. 

川越本丸御殿・市博物館・市美術館
（80分）

Kawagoe Honmaru Palace /
City Museum / City Art Museum （80 mins）

菓子屋横丁
（30分）

Kashiya Yokocho （Penny Candy Lane）
（30 mins）

川越まつり会館
（60分）

Kawagoe Festival Museum
（60 mins）

時の鐘
（10分）

Toki-no-kane Bell
（10 mins）

喜多院・東照宮
（30分）

Kita-in Temple / Toshogu Shrine
（30 mins）

大宮駅から主要観光施設までのチャーターバス
Chartered Bus from Omiya station to major sightseeing facilities

大宮 ― さいたま新都心 Saitama Shintosin ・・・・5分 mins

　　　  浦和 Urawa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15分 mins

　　　  岩槻 Iwatsuki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 mins

　　　  川越 Kawagoe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40分 mins

※左記時間は、おおよそ
の目安時間です。
* The above times are 
estimates.

日程等の都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
Please understand that we may not always be able to meet your schedule requests.

©（公社）小江戸川越観光協会

スタミナラーメン
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen

9：00～17:00

鈴木人形 本社／人形工房
Suzuki Dolls

岩槻区本町3-5-16
3-5-16 Honcho, Iwatsuki ward

人形の頭（かしら）づくり等の
人形工房を見学できる。
Tour a doll workshop and see how they are 
made.

土曜日・日曜日・祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year's holidays.

10

048-757-0223

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩5分
5 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

造幣さいたま博物館
Saitama Mint Museum

お金の歴史や貨幣・勲章等の
製造工程について学ぶことができる。
Learn about the history and process of money and 
medal manufacturing.

3

9:00～16:30（入館は16：00まで）（Last entry 16：00）

大宮区北袋町1-190-22
1-190-22 Kitabukuro-cho, Omiya ward

048-645-5899

JRさいたま新都心駅東口から徒歩12分
12 mins walk from east exit of JR Saitama Shintoshin station

年末年始
Year-end & New Year's holidays
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Tobu Urban Park Line

成田エクスプレス
60分

成田空港
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Narita Express
60 mins

Shinkansen 25 mins
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　宮

約100分
mins

in total

空港連絡バス（ONライナー）110分 10分
Highway Bus （ON Liner） 110 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin

約120分
mins

in total

京成スカイライナー
39分

京浜東北線
27分

新幹線各線25分
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Keisei Skyliner

39 mins
Keihin

Tohoku
Line
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2 mins

Urawa
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Saitama
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京急線
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10分空港連絡バス70分
Highway Bus 70 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

約80分
mins

in total

空港連絡バス90分
Highway Bus 90 mins

Urawa

さいたま市へのアクセス

都心からわずか30分。鉄道網の充実に加え、高速バス等で国内・外から快適にお越しいただけます。

Access to Saitama City

Located a mere 30 mins from the capital, Saitama City has a well-established train network,
highway buses and more which will guarantee that you travel in comfort whether you are coming from inside or outside Japan. 
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Yamagata Shinkansen 134分
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名 古 屋
NAGOYA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 133分

mins

新 大 阪
SHIN OSAKA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 186分

mins

新 青 森
SHIN AOMORI

東北新幹線利用
Tohoku Shinkansen 166分
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Hokuriku Shinkansen 124分

mins

※ 各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道・山陽新幹線は東京駅
から大宮駅行き新幹線の乗車及び乗換時間も含まれています。
Each required time is the shortest of each route.For Tokaido and 
Tokaido Sanyo Shinkansen, the riding time and transfer time at 
Tokyo Station are included to take Shinkansen for Omiya.
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さいたまの地酒
Local Sake in Saitama City

大手門
Otemon

九重桜
Kokonoezakura

うらら
Urara

金紋世界鷹
Kinmonsekaitaka

ATTRACTION

さいたま市の観光と産業
Saitama City Tourism and Industry

TOPICS

団体名電話番号料金アイコンについて

浦和のうなぎ
Urawa Eel （Unagi）

鉄道博物館
The Railway Museum

鉄道の歴史などが学べるほか
体験型の施設も充実。
Learn the history of railways and get hands-on experience 
through the many facilities this museum offers.

中村家　048-822-2585
Nakamuraya

満寿家　048-822-1101
Masuya

山崎屋　048-822-7116
Yamazakiya

小江戸川越近郊観光コース
Tour of Neighboring Town Koedo Kawagoe

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

Saitama stib SEARCH

さいたま観光 検 索

ロッテ浦和工場
Lotte Urawa Plant

南区沼影3-1-1
3-1-1 Numakage, Minami Ward

月曜日～木曜日10：00、13：00、15：00、金曜日10：00
Monday-Thursday 10：00, 13：00, 15：00, Fridays 10：00

048-837-0337

「コアラのマーチ」等の
製造工程を見ることができる。
Observe the manufacturing process of the
Koala’s March snack （Koara-no-maachi）.

土曜日・日曜日･年末年始・会社休日
Saturdays, Sundays, Year-end & New Year’s holidays, company holidays

JR埼京線／武蔵野線武蔵浦和駅から徒歩5分
5 mins walk from Musashi Urawa station, JR Saikyo Line / Musashino Line

16

喜多山製菓　東大成工場
Kitayama Seika Inc. Plant

北区東大成町２-３６５
2-365 Higashionari-cho, Kita Ward

１０：００～１５：００

０４８-６６８-８１１１

お煎餅の製造ラインの見学、
手焼き体験ができる
Get a chance to observe the manufacturing 
process of rice crackers （SENBEI, ARARE, OKAKI） 
and experience the hand-grilled method.

土曜日・日曜日･祝日・他当社都合による不可日
Saturdays, Sundays, public holidays, unavailable days due to company
circumstances

ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅より徒歩１５分
15mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） Station, New Shuttle Line

11鈴木酒造 酒蔵資料館
Suzuki Shuzo Sake Brewery and Museum

岩槻区本町4-8-24
4-8-24 Honcho, Iwatsuki Ward

創業より使われている木造の酒蔵で試飲や
資料館の見学ができる。
You can sample sake at the brewery
which has been used since the inception
and tour the brewery museum.

月曜日・年始（1/1～1/4）
Mondays, New Year’s holidays （1/1-1/4） 

7

10：00～17：00

048-756-0067

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩7分
7 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

JR東日本大宮総合車両センター
JR East Omiya Workshop

大宮区錦町1017
1017 Nishiki-cho, Omiya Ward

13：30～15：00

048-642-7420

鉄道車両の
修繕過程の見学ができる。
Get a first-hand look at the process involved in 
repairing railway cars.

土曜日･日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

JR大宮駅西口から徒歩10分
10 mins walk from west exit of JR Omiya station

1

さいたま市大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Art Museum, Saitama

総合的な盆栽文化を発信する、
世界初の公立盆栽美術館。
The world’s first publicly-run bonsai museum, this museum is 
spreading the culture of bonsai in a comprehensive way.

3

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

各園の盆栽を気軽に見学できる。
Feel free to visit and appreciate the bonsai
in each garden. 

2

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa shrine

大宮の地名の由来となった古社。
This is an ancient shrine from which the name 
omiya （grand shrine） was derived.

1 4

埼玉県水産物地方卸売市場
Saitama Prefecture Wholesale Fish Market

北区吉野町2-226-1
2-226-1 Yoshino-cho, kita Ward

午前中
Morning Tours

048-665-5560（埼玉県魚市場）

低温売り場、セリ場等の見学ができる。
Tour the low temperature market area, the auction 
area, and more.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

14木の博物館 木力館
Wood Museum-Kiryokukan

岩槻区新方須賀558-2（大忠敷地内）
558-2 Niigata Suka, lwatsuki Ward （on the grounds of Daichu）

10：00～16：00

048-799-1560

本物の木の力と魅力を知り、
伝統工法を学ぶことができる。
Learn the true power and beauty of real wood 
and study traditional crafting techniques.

年末年始・夏期 他
Year-end through New year holidays,
Summer holidays, etc.

東武アーバンパークライン（野田線）
岩槻駅東口から越谷方面行きバス15分｢巻の上｣下車徒歩10分
Take any Koshigaya bound bus from east exit of Iwatsuki station （Tobu Urban Park Line） for 15 mins,
get off at Maki-no-ue stop and walk 10 mins

6

諏訪野（農業体験）
Suwano （Farming Experience）

緑区上野田282
282 Kami-noda, Midori Ward

048-878-0459（夜間）（Nighttime）

年間を通して四季折々の農作物の作付け体験と
農村生活体験ができる。
Experience the planting of seasonal crops and 
farm life in general throughout the year.

JR東浦和駅からさいたま東営業所行きバス20分
｢代山｣下車徒歩2分
Take the Saitama Higashi Eigyosho bound bus from
JR Higashi-Urawa station for 20 mins, get off at Daiyama and walk 2 mins

5 大宮総合食品地方卸売市場
Omiya Regional Comprehensive Food Wholesale Market

北区吉野町2-224-1
2-224-1 Yoshino-cho, Kita Ward

午前中
Morning Tours

048-664-1004（大宮中央青果市場）

青果卸売場・関連商品売場等の
見学ができる。
You can tour the Green Grocery Wholesale Market 
and other related markets.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line
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木遣歌
Kiyari （Workmen’s） Song

50,000円～（応相談）
From 50,000 yen （Negotiable）

048-878-0349

鳶職の作業歌を歌いながら
纏まわしやはしご乗りなどの技芸を演じる。
Artistic performances such as the Matoimawashi 
（“Matoi”-Spinning performance） and Hashigo-nori 
（ladder-top stunts） are done while chanting 
construction work songs.

浦和木遣保存会
Urawa Kiyari Song Preservation Association

謡曲・仕舞
Noh Song and Dance

20,000円～50,000円（応相談）
From 20,000 ～ 50,000 yen （Negotiable）

048-663-1617

室町時代以来、
多くの日本人が慣れ親しんできた芸能である。
This art form has been a favorite among the 
Japanese since the Muromachi era.

大宮能楽研究会
Omiya Nohgaku Study Group （Research Society）

和太鼓
Wadaiko （Japanese Drums）

50,000円～（応相談・演奏条件による）
From 50,000 （Negotiable depending on the terms of performance）

048-600-3033

アマチュア団体からプロ奏者まで揃えており、
様々な出演要望に対応可能。
With groups ranging from amateur performance 
groups to professional drummers, we are able to 
cater to a variety of performance requests.

和太鼓スタジオ すわんど
Wadaiko Studio Suwando

円阿弥の万作踊り
Ennami’s Mansaku Dance

70,000円～100,000円（交通費含）
From 70,000-100,000 （including transportation costs）

048-855-3369

豊年豊作を祈念するための
手踊り、段物、芝居、茶番狂言の4演目を披露する。
A 4 part performance involving hand dance,
a musical piece, a play and a burlesque comedy is 
done to pray for a bountiful year’s harvest.

さいたま市中央区円阿弥万作踊保存会
Saitama Chuo Ward Ennami Mansaku Dance Preservation Association

指扇の餅搗き踊り
Sashiogi Mochitsuki （Rice Pounding） Dance

70,000円（交通費、もち米代含）
From 70,000 （including transportation costs, mochi rice fee）

048-624-5544

主に祝い事を披露するときに行われ、
真証搗きや曲搗きの他、万作踊りがある。
Mainly performed at celebratory functions,
this dance includes the Shinsho-tsuki and 
Kyoku-tsuki rice pounding styles as well as the 
Mansaku Dance.

指扇地区餅搗き踊り保存会
Sashiogi District Mochitsuki Dance Preservation Association

深作ささら獅子舞
Fukasaku Sasara Shishimai “Lion dance”

200,000円～
From 200,000 yen

048-684-1929

境内に築かれた舞場で、
牝獅子1牡獅子2の3頭が笛の音に合わせ、
ある時は静かに、ある時は勇壮に舞い、物語を演ずる。
On a stage built on shrine grounds,
a female lion and two male lions dance to the 
sounds of the flute, at times calmly and at times 
valiantly, performing a story.

深作ささら獅子舞保存会
Fukasaku Sasara Shishimai Preservation Association

秩父屋台囃子
Chichibu Outdoor Band

拘束時間・人数による
Negotiable

0494-22-2111（事務局）
　　　　　　　　　　　　 （Office）

国指定無形文化財で、力強く本家本元の
「秩父屋台囃子」を演奏する。

Enjoy the powerful and original sounds of the 
Chichibu Outdoor Band, a nationally recognized 
Intangible Cultural Asset.

高野右吉と秩父社中
Ukichi Takano and Chichibu Troupe

リサイクル・プラザJB
Recycle Plaza JB

北区吉野町2-272-5
2-272-5 Yoshino-cho, Kita Ward

10：00～17：00

048-652-6671

リサイクル処理の方法を目で観て、
触る体験見学ができる。
Get a chance to see and experience the
recycling process hands-on.

土曜日・日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

ニューシャトル吉野原駅から徒歩10分
10 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line
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埼玉県大久保浄水場
Okubo Water Purification Plant, Saitama Prefecture

桜区宿618
618 Shuku, Sakura Ward

9：00～15：30

048-852-8841

場内の概要説明からビデオ上映を含め、
水道用水が出来るまでの過程を紹介する。
Listen to explanation and watch a video on the 
process involved in making tap water.

土曜日・日曜日･
祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year’s holidays

JR高崎線／宇都宮線／京浜東北線浦和駅西口から
「大久保浄水場行き」バス40分終点下車

Take the Okubo Josuijo bound bus from west exit of Urawa station
（JR Takasaki Line / Utsunomiya Line / Keihin Tohoku Line）, get off at the final stop （40 mins）

15

東玉・人形の博物館
Togyoku Doll Museum

岩槻区本町3-2
3-2 Honcho, Iwatsuki Ward

10：00～17：00
一般 100円､
小学生以下無料
General Admission 100 yen,
Elementary School Students and younger free of charge

048-756-1111

普段、あまり触れる事の少ない
日本人形を見学できる。
A unique opportunity to see the manufacturing 
process of Japanese dolls up close.

月曜日（ただし10/1～4/30無休）・お盆休み･年末年始・展示替え時
Mondays （however, open daily 10/1-4/30）, Bon （mid-August） holidays,
Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩2分
2 mins walk from east exit of Iwatsuki Station, Tobu Urban Park Line

8

人形歴史館 東久
The Dolls Exhibition Center

岩槻区加倉1-7-1
1-7-1 Kakura, Iwatsuki Ward

9：30～17：00

048-757-3032

人形の顔描き・木目込み人形作りを見学できる。
Observe the making of Japanese Kimekomi Dolls 
and the intricacies of doll face design.

水曜日（ただし11/1～4/30無休）・年始（1/1～1/3）
Wednesdays （however, open daily 11/1-4/30）, New Year’s holidays（1/1-1/3）

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩10分
10 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

9

一般大人300円（団体20名より1人200円）中学生以下無料
General Admission / Adults 300 yen （200 yen each for groups of 20 or more）, Junior High Students and younger free of charge

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

11：00､12：00､13：00､
14：00､15：00､16：00

048-600-3037

VIPルーム等
施設の裏側も見学できる。
Get a behind-the-scenes look at the VIP room
and more.

要確認
Schedule must be confirmed

JRさいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from JR Saitama Shintoshin station

2

一般･大人 800円　子供 400円　※他に団体割引､特別割引あり
General Admission / Adults 800 yen, Children 400 yen　* Group discounts and Special discounts available

埼玉スタジアム2002
Saitama Stadium 2002

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

10：30､13：30

048-812-2002 （ガイダンス03 月曜日を除く10：00～15：00）

アジア最大級のサッカー専用スタジアムを
専属のツアーガイドが案内する。
A personal guide will take you on a tour of one of 
the largest soccer stadiums in Asia.

要確認
Schedule must be confirmed

埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩約15分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line

4

一般･大人 600円　小学生 300円　未就学児無料　※団体割引料金あり
General Admission / Adults 600yen, Elementary School Students 300 yen, Preschoolers free　* Group discounts available

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

さいたまご当地グルメ
Saitama City Local Gourmet Food

お越しの際は、ご当地グルメをぜひ、
ご賞味ください。
Be sure to try our local cuisine
when you visit.

郷土芸能の紹介
Traditional Entertainment

懇親会における演出に郷土色豊かな芸能をご紹介いたします。
For your entertainment at social gatherings, we can arrange performances with a local flare.

観光スポットの紹介
Sightseeing Spots 所在地アイコンについて 料金交通 電話番号見学可能時間見学受入不可日所在地アイコンについて 料金 電話番号見学可能時間見学受入不可日 交通

北区土呂町2-24-3
2-24-3 Toro-cho, Kita Ward

木曜日（祝日は除く）・年末年始／展示替え期間
Thursdays(except for National Holiday), Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

9：00～16：30（3月～10月）　9：00～16：00（11月～2月）
9：00-16：30 （March-October）　9：00-16：00 （November-February）

JR宇都宮線「土呂駅」下車　東口から徒歩5分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩10分
5 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line
10 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

一般300円（200円）、高校／大学生・65歳以上150円（100円）、
小中学生100円（50円）※（ ）内は20名以上から適用
General Admission 300 yen （200 yen）
High School / University Students, Seniors 65 and up 150 yen （100 yen）
Elementary / Junior High Students 100 Yen （50 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-780-2091

九霞園　048-663-0423
Kyuka-en

芙蓉園　048-666-2400
Fuyo-en

北区盆栽町
Bonsai-cho, Kita Ward

木曜日・年末年始
Thursdays / Year-end & New Year’s holidays

直接各園までお問い合わせください。
Contact each bonsai garden directly.

東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩５分
またはJR宇都宮線「土呂駅」下車 東口から徒歩10分
5 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line
10 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line

蔓青園　048-663-2636
Mansei-en

清香園　048-663-3931
Seiko-en

藤樹園　048-663-3899
Toju-en

大宮区高鼻町1-407
1-407 Takahana-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」東口から徒歩20分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩15分
20 mins walk from east exit of JR Omiya station
15 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

048-641-0137

大宮区大成町3-47
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

火曜日・年末年始
Tuesdays, Year-end & New Year’s holidays

10：00～18：00（入館は17：30まで）（Last entry 17:30）

JR「大宮駅」からニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」下車、徒歩1分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） station, New Shuttle Line at JR Omiya station

大人1,300円（1,040円）、小中高生600円（480円）、
幼児（3歳以上未就学時）300円（150円）
※（ ）内は20名以上から適用
Adults 1300 yen（1040 yen）, Elementary / Junior / Senior High Students 600 yen（480 yen） Pre-school
children （from 3 years up） 300 yen（150 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-651-0088

産業観光の紹介
Industrial Tourism

見る・学ぶ・触れる、さいたまの産業文化を体験できる施設をご紹介いたします。
Look! Learn! Touch! We present to you facilities that allow you to experience Saitama City’s industrial culture. 

川越本丸御殿・市博物館・市美術館
（80分）

Kawagoe Honmaru Palace /
City Museum / City Art Museum （80 mins）

菓子屋横丁
（30分）

Kashiya Yokocho （Penny Candy Lane）
（30 mins）

川越まつり会館
（60分）

Kawagoe Festival Museum
（60 mins）

時の鐘
（10分）

Toki-no-kane Bell
（10 mins）

喜多院・東照宮
（30分）

Kita-in Temple / Toshogu Shrine
（30 mins）

大宮駅から主要観光施設までのチャーターバス
Chartered Bus from Omiya station to major sightseeing facilities

大宮 ― さいたま新都心 Saitama Shintosin ・・・・5分 mins

　　　  浦和 Urawa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15分 mins

　　　  岩槻 Iwatsuki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 mins

　　　  川越 Kawagoe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40分 mins

※左記時間は、おおよそ
の目安時間です。
* The above times are 
estimates.

日程等の都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
Please understand that we may not always be able to meet your schedule requests.

©（公社）小江戸川越観光協会

スタミナラーメン
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen

9：00～17:00

鈴木人形 本社／人形工房
Suzuki Dolls

岩槻区本町3-5-16
3-5-16 Honcho, Iwatsuki ward

人形の頭（かしら）づくり等の
人形工房を見学できる。
Tour a doll workshop and see how they are 
made.

土曜日・日曜日・祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year's holidays.
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048-757-0223

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩5分
5 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

造幣さいたま博物館
Saitama Mint Museum

お金の歴史や貨幣・勲章等の
製造工程について学ぶことができる。
Learn about the history and process of money and 
medal manufacturing.

3

9:00～16:30（入館は16：00まで）（Last entry 16：00）

大宮区北袋町1-190-22
1-190-22 Kitabukuro-cho, Omiya ward

048-645-5899

JRさいたま新都心駅東口から徒歩12分
12 mins walk from east exit of JR Saitama Shintoshin station

年末年始
Year-end & New Year's holidays

1098 11

Joshinetsu Expressway

Ome IC

Chuo Expressway

関
越
自
動
車
道

Kanetsu Expressway

Kisarazu JCT

北陸新幹線

北
海
道・

Hokuriku Shinkansen

J
R常

磐
線

JR Joban Line

Hokkaido・
Hokkaido・

鶴ヶ島JCT
Tsurugashima JCT

海老名JCT
Ebina JCT

つくばJCT
Tsukuba JCT

首都圏中央連絡
自動車道
Shutoken chuorenraku

Expressway

久喜白岡JCT
Kukishiraoka JCT

東関
東自
動車
道

Higashi-ka
nto Expressw

ay

Ibaraki Airport

JCT
JCTHachioji

Haneda Airport

Narita Airport

茨城空港

水戸
Mito

Narita IC

千葉
Chiba

東京Tokyo
品川

Shinagawa

新宿
Shinjuku

熊谷
Kumagaya

JR高崎線JR Takasaki Line

高崎
Takasaki

Tokyo

Kanagawa Pref.

Tokaido Shinkansen

横浜
Yokohama

Tokyo Bay Aqua Line

JR
 U

tsunom
iya

 Line

J
R
宇
都
宮
線

北区

西区

桜区

見沼区

南区

緑区

岩槻区

中央区

大宮区

浦和区

東京外環
自動車道

Tokyo Gaikan Expressway

北
海
道･

東
北･

上
越･

北
陸
新
幹
線

ニ
ュ
ー
シ
ャ
ト
ル

東武
アー
バン
パー
クラ
イン（
野田
線）

上
尾
道
路

To
bu 
Urb
an 
Pa
rk 
Lin
e（
No
da 
Lin
e）

Hokkaido・Tohoku・Joetsu・Hokuriku Shinkansen

東川口

吉野原

鉄道博物館
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東宮原

加茂宮

新都心RAMP
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さいたま
新都心駅

合同庁舎1号館

コクーン2
コクーン3

TOIRO
コクーン1

造幣局

合同庁舎2号館
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■4
ラフレ
さいたま

北与野駅

■H

■H

赤十字病院

ビバモール

ホテル
ブリランテ
武蔵野

空港連絡バス
発着所（1F）

シーノ大宮

ソニックシティ

パレスホテル
大宮
ビックカメラ

JACK大宮

■1

西口
大宮駅

大宮DOM
ショッピングセンター

アルシェ

■H

■H

そごう

空港連絡バス
発着所

大宮駅周辺
Omiya Station Vicinity

さいたま新都心駅周辺
Saitama Shintoshin Station Vicinity

浦和駅周辺
Urawa Station Vicinity

高速道路
Expressway

JR線
JR Line

新幹線
Shinkansen

東武アーバンパークライン
Tobu Urban Park Line

成田エクスプレス
60分

成田空港
NARITA

AIRPORT

Narita Express
60 mins

Shinkansen 25 mins

大
　宮

約100分
mins

in total

空港連絡バス（ONライナー）110分 10分
Highway Bus （ON Liner） 110 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin

約120分
mins

in total

京成スカイライナー
39分

京浜東北線
27分

新幹線各線25分

6分
Keisei Skyliner

39 mins
Keihin

Tohoku
Line

27 mins

6 mins

2分
2 mins

Urawa
浦和

Saitama
Shintoshin

Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

Nippori
日暮里 約90分

mins
in total

京急線
25分 6分

羽田空港
HANEDA
AIRPORT

Keikyu Line
25 mins

上野東京ライン
35分

Ueno-Tokyo
Line

35 mins

6 mins

2分
2 mins

UrawaShina
gawa

浦和

浦和

大
　宮

Saitama
Shintoshin

約80分
mins

in total

10分空港連絡バス70分
Highway Bus 70 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

約80分
mins

in total

空港連絡バス90分
Highway Bus 90 mins

Urawa

さいたま市へのアクセス

都心からわずか30分。鉄道網の充実に加え、高速バス等で国内・外から快適にお越しいただけます。

Access to Saitama City

Located a mere 30 mins from the capital, Saitama City has a well-established train network,
highway buses and more which will guarantee that you travel in comfort whether you are coming from inside or outside Japan. 

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA
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Sonic City

パレスホテル大宮
Palace Hotel Omiya

■1

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena■2
ホテルブリランテ武蔵野
Hotel Brillante Musashino

■4
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ラフレさいたま
Rafre Saitama

埼玉会館
Saitama Kaikan■5
浦和ロイヤルパインズホテル
Urawa Royal Pines Hotel■6

ACCESS

伊勢丹

コルソ

市民会館うらわ

浦和警察署さいたま
市役所

警察本部

埼玉県庁

イトーヨーカドー
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浦和ロイヤル
パインズホテル

埼玉会館
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羽田空港連絡
バス発着所

パルコ
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浦和駅

大宮駅
OMIYA

秋 田
AKITA

秋田新幹線利用
Akita Shinkansen 202分

mins

山 形
YAMAGATA

山形新幹線利用
Yamagata Shinkansen 134分

mins

名 古 屋
NAGOYA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 133分

mins

新 大 阪
SHIN OSAKA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 186分

mins

新 青 森
SHIN AOMORI

東北新幹線利用
Tohoku Shinkansen 166分

mins

広 島
HIROSHIMA

東海道・山陽新幹線利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 272分

mins

長 野
NAGANO

北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 59分

mins

新 潟
NIIGATA

上越新幹線利用
Joetsu Shinkansen 75分

mins

博 多
HAKATA

東海道・山陽新幹線利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 336分

mins

新函館北斗
SHIN-HAKODATE-HOKUTO

北海道新幹線利用
Hokkaido Shinkansen 219分

mins

金 沢
KANAZAWA

北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 124分

mins

※ 各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道・山陽新幹線は東京駅
から大宮駅行き新幹線の乗車及び乗換時間も含まれています。
Each required time is the shortest of each route.For Tokaido and 
Tokaido Sanyo Shinkansen, the riding time and transfer time at 
Tokyo Station are included to take Shinkansen for Omiya.

Tokyo
東京

東 京
TOKYO

新幹線各線
Shinkansen

Ueno

上野
大
　宮

25分
mins

in total

Omiya

約30分
mins

in total

上野東京
ライン

Ueno-Tokyo
Line Urawa

浦和
Saitama

Shintoshin

さいたま
新都心

Ueno

上野

新 宿
SHINJUKU

湘南新宿ライン
Shonan-Shinjuku

Line Urawa
浦和

Ikebukuro

池袋 大
宮

Omiya

約30分
mins

in total

品川
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さいたまの地酒
Local Sake in Saitama City

大手門
Otemon

九重桜
Kokonoezakura

うらら
Urara

金紋世界鷹
Kinmonsekaitaka

ATTRACTION

さいたま市の観光と産業
Saitama City Tourism and Industry

TOPICS

団体名電話番号料金アイコンについて

浦和のうなぎ
Urawa Eel （Unagi）

鉄道博物館
The Railway Museum

鉄道の歴史などが学べるほか
体験型の施設も充実。
Learn the history of railways and get hands-on experience 
through the many facilities this museum offers.

中村家　048-822-2585
Nakamuraya

満寿家　048-822-1101
Masuya

山崎屋　048-822-7116
Yamazakiya

小江戸川越近郊観光コース
Tour of Neighboring Town Koedo Kawagoe

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

Saitama stib SEARCH

さいたま観光 検 索

ロッテ浦和工場
Lotte Urawa Plant

南区沼影3-1-1
3-1-1 Numakage, Minami Ward

月曜日～木曜日10：00、13：00、15：00、金曜日10：00
Monday-Thursday 10：00, 13：00, 15：00, Fridays 10：00

048-837-0337

「コアラのマーチ」等の
製造工程を見ることができる。
Observe the manufacturing process of the
Koala’s March snack （Koara-no-maachi）.

土曜日・日曜日･年末年始・会社休日
Saturdays, Sundays, Year-end & New Year’s holidays, company holidays

JR埼京線／武蔵野線武蔵浦和駅から徒歩5分
5 mins walk from Musashi Urawa station, JR Saikyo Line / Musashino Line

16

喜多山製菓　東大成工場
Kitayama Seika Inc. Plant

北区東大成町２-３６５
2-365 Higashionari-cho, Kita Ward

１０：００～１５：００

０４８-６６８-８１１１

お煎餅の製造ラインの見学、
手焼き体験ができる
Get a chance to observe the manufacturing 
process of rice crackers （SENBEI, ARARE, OKAKI） 
and experience the hand-grilled method.

土曜日・日曜日･祝日・他当社都合による不可日
Saturdays, Sundays, public holidays, unavailable days due to company
circumstances

ニューシャトル鉄道博物館（大成）駅より徒歩１５分
15mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） Station, New Shuttle Line

11鈴木酒造 酒蔵資料館
Suzuki Shuzo Sake Brewery and Museum

岩槻区本町4-8-24
4-8-24 Honcho, Iwatsuki Ward

創業より使われている木造の酒蔵で試飲や
資料館の見学ができる。
You can sample sake at the brewery
which has been used since the inception
and tour the brewery museum.

月曜日・年始（1/1～1/4）
Mondays, New Year’s holidays （1/1-1/4） 

7

10：00～17：00

048-756-0067

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩7分
7 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

JR東日本大宮総合車両センター
JR East Omiya Workshop

大宮区錦町1017
1017 Nishiki-cho, Omiya Ward

13：30～15：00

048-642-7420

鉄道車両の
修繕過程の見学ができる。
Get a first-hand look at the process involved in 
repairing railway cars.

土曜日･日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

JR大宮駅西口から徒歩10分
10 mins walk from west exit of JR Omiya station

1

さいたま市大宮盆栽美術館
Omiya Bonsai Art Museum, Saitama

総合的な盆栽文化を発信する、
世界初の公立盆栽美術館。
The world’s first publicly-run bonsai museum, this museum is 
spreading the culture of bonsai in a comprehensive way.

3

大宮盆栽村
Omiya Bonsai Village

各園の盆栽を気軽に見学できる。
Feel free to visit and appreciate the bonsai
in each garden. 

2

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa shrine

大宮の地名の由来となった古社。
This is an ancient shrine from which the name 
omiya （grand shrine） was derived.

1 4

埼玉県水産物地方卸売市場
Saitama Prefecture Wholesale Fish Market

北区吉野町2-226-1
2-226-1 Yoshino-cho, kita Ward

午前中
Morning Tours

048-665-5560（埼玉県魚市場）

低温売り場、セリ場等の見学ができる。
Tour the low temperature market area, the auction 
area, and more.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

14木の博物館 木力館
Wood Museum-Kiryokukan

岩槻区新方須賀558-2（大忠敷地内）
558-2 Niigata Suka, lwatsuki Ward （on the grounds of Daichu）

10：00～16：00

048-799-1560

本物の木の力と魅力を知り、
伝統工法を学ぶことができる。
Learn the true power and beauty of real wood 
and study traditional crafting techniques.

年末年始・夏期 他
Year-end through New year holidays,
Summer holidays, etc.

東武アーバンパークライン（野田線）
岩槻駅東口から越谷方面行きバス15分｢巻の上｣下車徒歩10分
Take any Koshigaya bound bus from east exit of Iwatsuki station （Tobu Urban Park Line） for 15 mins,
get off at Maki-no-ue stop and walk 10 mins

6

諏訪野（農業体験）
Suwano （Farming Experience）

緑区上野田282
282 Kami-noda, Midori Ward

048-878-0459（夜間）（Nighttime）

年間を通して四季折々の農作物の作付け体験と
農村生活体験ができる。
Experience the planting of seasonal crops and 
farm life in general throughout the year.

JR東浦和駅からさいたま東営業所行きバス20分
｢代山｣下車徒歩2分
Take the Saitama Higashi Eigyosho bound bus from
JR Higashi-Urawa station for 20 mins, get off at Daiyama and walk 2 mins

5 大宮総合食品地方卸売市場
Omiya Regional Comprehensive Food Wholesale Market

北区吉野町2-224-1
2-224-1 Yoshino-cho, Kita Ward

午前中
Morning Tours

048-664-1004（大宮中央青果市場）

青果卸売場・関連商品売場等の
見学ができる。
You can tour the Green Grocery Wholesale Market 
and other related markets.

日曜日･祝日・月2回水曜日他
Sundays, public holidays, 2 Wednesdays a month, etc

ニューシャトル吉野原駅から徒歩20分
20 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

13

木遣歌
Kiyari （Workmen’s） Song

50,000円～（応相談）
From 50,000 yen （Negotiable）

048-878-0349

鳶職の作業歌を歌いながら
纏まわしやはしご乗りなどの技芸を演じる。
Artistic performances such as the Matoimawashi 
（“Matoi”-Spinning performance） and Hashigo-nori 
（ladder-top stunts） are done while chanting 
construction work songs.

浦和木遣保存会
Urawa Kiyari Song Preservation Association

謡曲・仕舞
Noh Song and Dance

20,000円～50,000円（応相談）
From 20,000 ～ 50,000 yen （Negotiable）

048-663-1617

室町時代以来、
多くの日本人が慣れ親しんできた芸能である。
This art form has been a favorite among the 
Japanese since the Muromachi era.

大宮能楽研究会
Omiya Nohgaku Study Group （Research Society）

和太鼓
Wadaiko （Japanese Drums）

50,000円～（応相談・演奏条件による）
From 50,000 （Negotiable depending on the terms of performance）

048-600-3033

アマチュア団体からプロ奏者まで揃えており、
様々な出演要望に対応可能。
With groups ranging from amateur performance 
groups to professional drummers, we are able to 
cater to a variety of performance requests.

和太鼓スタジオ すわんど
Wadaiko Studio Suwando

円阿弥の万作踊り
Ennami’s Mansaku Dance

70,000円～100,000円（交通費含）
From 70,000-100,000 （including transportation costs）

048-855-3369

豊年豊作を祈念するための
手踊り、段物、芝居、茶番狂言の4演目を披露する。
A 4 part performance involving hand dance,
a musical piece, a play and a burlesque comedy is 
done to pray for a bountiful year’s harvest.

さいたま市中央区円阿弥万作踊保存会
Saitama Chuo Ward Ennami Mansaku Dance Preservation Association

指扇の餅搗き踊り
Sashiogi Mochitsuki （Rice Pounding） Dance

70,000円（交通費、もち米代含）
From 70,000 （including transportation costs, mochi rice fee）

048-624-5544

主に祝い事を披露するときに行われ、
真証搗きや曲搗きの他、万作踊りがある。
Mainly performed at celebratory functions,
this dance includes the Shinsho-tsuki and 
Kyoku-tsuki rice pounding styles as well as the 
Mansaku Dance.

指扇地区餅搗き踊り保存会
Sashiogi District Mochitsuki Dance Preservation Association

深作ささら獅子舞
Fukasaku Sasara Shishimai “Lion dance”

200,000円～
From 200,000 yen

048-684-1929

境内に築かれた舞場で、
牝獅子1牡獅子2の3頭が笛の音に合わせ、
ある時は静かに、ある時は勇壮に舞い、物語を演ずる。
On a stage built on shrine grounds,
a female lion and two male lions dance to the 
sounds of the flute, at times calmly and at times 
valiantly, performing a story.

深作ささら獅子舞保存会
Fukasaku Sasara Shishimai Preservation Association

秩父屋台囃子
Chichibu Outdoor Band

拘束時間・人数による
Negotiable

0494-22-2111（事務局）
　　　　　　　　　　　　 （Office）

国指定無形文化財で、力強く本家本元の
「秩父屋台囃子」を演奏する。

Enjoy the powerful and original sounds of the 
Chichibu Outdoor Band, a nationally recognized 
Intangible Cultural Asset.

高野右吉と秩父社中
Ukichi Takano and Chichibu Troupe

リサイクル・プラザJB
Recycle Plaza JB

北区吉野町2-272-5
2-272-5 Yoshino-cho, Kita Ward

10：00～17：00

048-652-6671

リサイクル処理の方法を目で観て、
触る体験見学ができる。
Get a chance to see and experience the
recycling process hands-on.

土曜日・日曜日･祝日
Saturdays, Sundays, public holidays

ニューシャトル吉野原駅から徒歩10分
10 mins walk from Yoshinohara station, New Shuttle Line

12

埼玉県大久保浄水場
Okubo Water Purification Plant, Saitama Prefecture

桜区宿618
618 Shuku, Sakura Ward

9：00～15：30

048-852-8841

場内の概要説明からビデオ上映を含め、
水道用水が出来るまでの過程を紹介する。
Listen to explanation and watch a video on the 
process involved in making tap water.

土曜日・日曜日･
祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year’s holidays

JR高崎線／宇都宮線／京浜東北線浦和駅西口から
「大久保浄水場行き」バス40分終点下車

Take the Okubo Josuijo bound bus from west exit of Urawa station
（JR Takasaki Line / Utsunomiya Line / Keihin Tohoku Line）, get off at the final stop （40 mins）

15

東玉・人形の博物館
Togyoku Doll Museum

岩槻区本町3-2
3-2 Honcho, Iwatsuki Ward

10：00～17：00
一般 100円､
小学生以下無料
General Admission 100 yen,
Elementary School Students and younger free of charge

048-756-1111

普段、あまり触れる事の少ない
日本人形を見学できる。
A unique opportunity to see the manufacturing 
process of Japanese dolls up close.

月曜日（ただし10/1～4/30無休）・お盆休み･年末年始・展示替え時
Mondays （however, open daily 10/1-4/30）, Bon （mid-August） holidays,
Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩2分
2 mins walk from east exit of Iwatsuki Station, Tobu Urban Park Line

8

人形歴史館 東久
The Dolls Exhibition Center

岩槻区加倉1-7-1
1-7-1 Kakura, Iwatsuki Ward

9：30～17：00

048-757-3032

人形の顔描き・木目込み人形作りを見学できる。
Observe the making of Japanese Kimekomi Dolls 
and the intricacies of doll face design.

水曜日（ただし11/1～4/30無休）・年始（1/1～1/3）
Wednesdays （however, open daily 11/1-4/30）, New Year’s holidays（1/1-1/3）

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩10分
10 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

9

一般大人300円（団体20名より1人200円）中学生以下無料
General Admission / Adults 300 yen （200 yen each for groups of 20 or more）, Junior High Students and younger free of charge

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

11：00､12：00､13：00､
14：00､15：00､16：00

048-600-3037

VIPルーム等
施設の裏側も見学できる。
Get a behind-the-scenes look at the VIP room
and more.

要確認
Schedule must be confirmed

JRさいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from JR Saitama Shintoshin station

2

一般･大人 800円　子供 400円　※他に団体割引､特別割引あり
General Admission / Adults 800 yen, Children 400 yen　* Group discounts and Special discounts available

埼玉スタジアム2002
Saitama Stadium 2002

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

10：30､13：30

048-812-2002 （ガイダンス03 月曜日を除く10：00～15：00）

アジア最大級のサッカー専用スタジアムを
専属のツアーガイドが案内する。
A personal guide will take you on a tour of one of 
the largest soccer stadiums in Asia.

要確認
Schedule must be confirmed

埼玉高速鉄道 浦和美園駅から徒歩約15分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line
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一般･大人 600円　小学生 300円　未就学児無料　※団体割引料金あり
General Admission / Adults 600yen, Elementary School Students 300 yen, Preschoolers free　* Group discounts available

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

応相談
Negotiable

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

さいたまご当地グルメ
Saitama City Local Gourmet Food

お越しの際は、ご当地グルメをぜひ、
ご賞味ください。
Be sure to try our local cuisine
when you visit.

郷土芸能の紹介
Traditional Entertainment

懇親会における演出に郷土色豊かな芸能をご紹介いたします。
For your entertainment at social gatherings, we can arrange performances with a local flare.

観光スポットの紹介
Sightseeing Spots 所在地アイコンについて 料金交通 電話番号見学可能時間見学受入不可日所在地アイコンについて 料金 電話番号見学可能時間見学受入不可日 交通

北区土呂町2-24-3
2-24-3 Toro-cho, Kita Ward

木曜日（祝日は除く）・年末年始／展示替え期間
Thursdays(except for National Holiday), Year-end & New Year’s holidays, during exhibition changes

9：00～16：30（3月～10月）　9：00～16：00（11月～2月）
9：00-16：30 （March-October）　9：00-16：00 （November-February）

JR宇都宮線「土呂駅」下車　東口から徒歩5分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩10分
5 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line
10 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

一般300円（200円）、高校／大学生・65歳以上150円（100円）、
小中学生100円（50円）※（ ）内は20名以上から適用
General Admission 300 yen （200 yen）
High School / University Students, Seniors 65 and up 150 yen （100 yen）
Elementary / Junior High Students 100 Yen （50 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-780-2091

九霞園　048-663-0423
Kyuka-en

芙蓉園　048-666-2400
Fuyo-en

北区盆栽町
Bonsai-cho, Kita Ward

木曜日・年末年始
Thursdays / Year-end & New Year’s holidays

直接各園までお問い合わせください。
Contact each bonsai garden directly.

東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩５分
またはJR宇都宮線「土呂駅」下車 東口から徒歩10分
5 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line
10 mins walk from east exit of Toro station, JR Utsunomiya Line

蔓青園　048-663-2636
Mansei-en

清香園　048-663-3931
Seiko-en

藤樹園　048-663-3899
Toju-en

大宮区高鼻町1-407
1-407 Takahana-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」東口から徒歩20分
または東武アーバンパークライン（野田線）「大宮公園駅」から徒歩15分
20 mins walk from east exit of JR Omiya station
15 mins walk from Omiya-Koen station, Tobu Urban Park Line

048-641-0137

大宮区大成町3-47
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

火曜日・年末年始
Tuesdays, Year-end & New Year’s holidays

10：00～18：00（入館は17：30まで）（Last entry 17:30）

JR「大宮駅」からニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」下車、徒歩1分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan （Onari） station, New Shuttle Line at JR Omiya station

大人1,300円（1,040円）、小中高生600円（480円）、
幼児（3歳以上未就学時）300円（150円）
※（ ）内は20名以上から適用
Adults 1300 yen（1040 yen）, Elementary / Junior / Senior High Students 600 yen（480 yen） Pre-school
children （from 3 years up） 300 yen（150 yen） * Fees in parentheses are for groups of 20 or more

048-651-0088

産業観光の紹介
Industrial Tourism

見る・学ぶ・触れる、さいたまの産業文化を体験できる施設をご紹介いたします。
Look! Learn! Touch! We present to you facilities that allow you to experience Saitama City’s industrial culture. 

川越本丸御殿・市博物館・市美術館
（80分）

Kawagoe Honmaru Palace /
City Museum / City Art Museum （80 mins）

菓子屋横丁
（30分）

Kashiya Yokocho （Penny Candy Lane）
（30 mins）

川越まつり会館
（60分）

Kawagoe Festival Museum
（60 mins）

時の鐘
（10分）

Toki-no-kane Bell
（10 mins）

喜多院・東照宮
（30分）

Kita-in Temple / Toshogu Shrine
（30 mins）

大宮駅から主要観光施設までのチャーターバス
Chartered Bus from Omiya station to major sightseeing facilities

大宮 ― さいたま新都心 Saitama Shintosin ・・・・5分 mins

　　　  浦和 Urawa ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15分 mins

　　　  岩槻 Iwatsuki ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30分 mins

　　　  川越 Kawagoe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40分 mins

※左記時間は、おおよそ
の目安時間です。
* The above times are 
estimates.

日程等の都合によりご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。
Please understand that we may not always be able to meet your schedule requests.

©（公社）小江戸川越観光協会

スタミナラーメン
Stamina Ramen

豆腐ラーメン
Tofu Ramen

9：00～17:00

鈴木人形 本社／人形工房
Suzuki Dolls

岩槻区本町3-5-16
3-5-16 Honcho, Iwatsuki ward

人形の頭（かしら）づくり等の
人形工房を見学できる。
Tour a doll workshop and see how they are 
made.

土曜日・日曜日・祝日・年末年始
Saturdays, Sundays, public holidays, Year-end & New Year's holidays.
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048-757-0223

東武アーバンパークライン（野田線）岩槻駅東口から徒歩5分
5 mins walk from east exit of Iwatsuki station, Tobu Urban Park Line

造幣さいたま博物館
Saitama Mint Museum

お金の歴史や貨幣・勲章等の
製造工程について学ぶことができる。
Learn about the history and process of money and 
medal manufacturing.
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9:00～16:30（入館は16：00まで）（Last entry 16：00）

大宮区北袋町1-190-22
1-190-22 Kitabukuro-cho, Omiya ward

048-645-5899

JRさいたま新都心駅東口から徒歩12分
12 mins walk from east exit of JR Saitama Shintoshin station

年末年始
Year-end & New Year's holidays
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赤十字病院

ビバモール
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ブリランテ
武蔵野

空港連絡バス
発着所（1F）

シーノ大宮

ソニックシティ

パレスホテル
大宮
ビックカメラ

JACK大宮
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そごう

空港連絡バス
発着所

大宮駅周辺
Omiya Station Vicinity

さいたま新都心駅周辺
Saitama Shintoshin Station Vicinity

浦和駅周辺
Urawa Station Vicinity

高速道路
Expressway

JR線
JR Line

新幹線
Shinkansen

東武アーバンパークライン
Tobu Urban Park Line

成田エクスプレス
60分

成田空港
NARITA

AIRPORT

Narita Express
60 mins

Shinkansen 25 mins

大
　宮

約100分
mins

in total

空港連絡バス（ONライナー）110分 10分
Highway Bus （ON Liner） 110 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin

約120分
mins

in total

京成スカイライナー
39分

京浜東北線
27分

新幹線各線25分

6分
Keisei Skyliner

39 mins
Keihin

Tohoku
Line

27 mins

6 mins

2分
2 mins

Urawa
浦和

Saitama
Shintoshin

Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

Nippori
日暮里 約90分

mins
in total

京急線
25分 6分

羽田空港
HANEDA
AIRPORT

Keikyu Line
25 mins

上野東京ライン
35分

Ueno-Tokyo
Line

35 mins

6 mins

2分
2 mins

UrawaShina
gawa

浦和

浦和

大
　宮

Saitama
Shintoshin

約80分
mins

in total

10分空港連絡バス70分
Highway Bus 70 mins 10 mins

Saitama
Shintoshin Omiya

さいたま
新都心

さいたま
新都心

約80分
mins

in total

空港連絡バス90分
Highway Bus 90 mins

Urawa

さいたま市へのアクセス

都心からわずか30分。鉄道網の充実に加え、高速バス等で国内・外から快適にお越しいただけます。

Access to Saitama City

Located a mere 30 mins from the capital, Saitama City has a well-established train network,
highway buses and more which will guarantee that you travel in comfort whether you are coming from inside or outside Japan. 
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ラフレさいたま
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Saitama Kaikan■5
浦和ロイヤルパインズホテル
Urawa Royal Pines Hotel■6

ACCESS
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浦和駅

大宮駅
OMIYA

秋 田
AKITA

秋田新幹線利用
Akita Shinkansen 202分

mins

山 形
YAMAGATA

山形新幹線利用
Yamagata Shinkansen 134分

mins

名 古 屋
NAGOYA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 133分

mins

新 大 阪
SHIN OSAKA

東海道新幹線利用
Tokaido Shinkansen 186分

mins

新 青 森
SHIN AOMORI

東北新幹線利用
Tohoku Shinkansen 166分

mins

広 島
HIROSHIMA

東海道・山陽新幹線利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 272分

mins

長 野
NAGANO

北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 59分

mins

新 潟
NIIGATA

上越新幹線利用
Joetsu Shinkansen 75分

mins

博 多
HAKATA

東海道・山陽新幹線利用
Tokaido / Sanyo Shinkansen 336分

mins

新函館北斗
SHIN-HAKODATE-HOKUTO

北海道新幹線利用
Hokkaido Shinkansen 219分

mins

金 沢
KANAZAWA

北陸新幹線利用
Hokuriku Shinkansen 124分

mins

※ 各路線の最速時間です。東海道新幹線及び東海道・山陽新幹線は東京駅
から大宮駅行き新幹線の乗車及び乗換時間も含まれています。
Each required time is the shortest of each route.For Tokaido and 
Tokaido Sanyo Shinkansen, the riding time and transfer time at 
Tokyo Station are included to take Shinkansen for Omiya.

Tokyo
東京

東 京
TOKYO

新幹線各線
Shinkansen

Ueno

上野
大
　宮

25分
mins

in total

Omiya

約30分
mins

in total

上野東京
ライン

Ueno-Tokyo
Line Urawa

浦和
Saitama

Shintoshin

さいたま
新都心

Ueno

上野

新 宿
SHINJUKU

湘南新宿ライン
Shonan-Shinjuku

Line Urawa
浦和

Ikebukuro

池袋 大
宮

Omiya

約30分
mins

in total

品川

54



VENUES
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開催施設と宿泊施設

コンベンションの規模・日程・予算等に応じた施設の提案をいたします。

Meeting Venues and Accommodation Facilities

●さいたま市にはこの他にも駅至近で便利な施設があります。　Saitama City has many other facilities conveniently located close to train stations.

We can recommend venues and accommodations to match the scale, schedule and budget of your convention.
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客室数：204室　宿泊人数：335名
Guestrooms: 204　Capacity: 335 pax

主要会場：ローズルーム　702㎡（スクール450席）
Main Halls: Rose Room 702㎡ （seats 450 in classroom layout）

その他　15室（51～415㎡）
Other: 15 rooms （51～415㎡）

大宮区桜木町1-7-5
1-7-5 Sakuragi-cho, Omiya Ward

大宮駅から徒歩3分
3 mins walk from Omiya station

048-647-3300
http://www.palace-omiya.co.jp

中央区新都心8
8 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩3分
3 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-600-3000　　http://www.saitama-arena.co.jp
世界最大級の可動システムによるメインアリーナ（7,100㎡）、コミュニ
ティアリーナ（7,500㎡）、スタジアム（14,600㎡）、展示ホール（1,000㎡）
の4つのステージで多彩なコンベンションに対応が可能。
Boasting the world’s largest movable system, the arena offers the flexibility
of four distinct venues; the Main Arena （7100㎡）, Community Arena （7500㎡）, 
Stadium （14,600㎡） and Exhibition Hall （1000㎡） which can cater to
a wide variety of conventions.

大ホール（2,505席）、小ホール（496席）、大小会議室、展示場、
イベント広場、そして宿泊施設などで構成されたトータルなコンベ
ンション機能を持つ複合施設。
This multifunctional complex caters to all your convention needs
with a Large Hall （2505 seats）, Small Hall （496 seats）, several large
and small conference rooms, exhibition hall, events square, 
accommodation facilities and more.

客室数：196室　宿泊人数：375名
Guestrooms: 196　Capacity: 375 pax

主要会場：ロイヤルクラウン　1,100㎡（スクール860席）
Main Halls: Royal Crown 1,100㎡ （seats 860 in classroom layout）

その他　23室（46～540㎡）
Other: 23 rooms （46～540㎡）

浦和区仲町2-5-1　2-5-1 Naka-cho, Urawa Ward

浦和駅から徒歩7分　7 mins walk from Urawa station

048-827-1111　　http://www.royalpines.co.jp/

浦和区高砂3-1-4　3-1-4 Takasago, Urawa Ward

浦和駅から徒歩6分　6 mins walk from Urawa station

048-829-2471　　http://www.saf.or.jp
埼玉会館には「木」の大ホール（1,315席）があります。「木のホール」ならではのやわらかく
あたたかい雰囲気をお楽しみください。他に小ホール（504席）や大小会議室、展示室があり、
様々なコンベンション対応が可能。
Enjoy the warm and subtle atmosphere of the wooden Main Hall with a seating capacity of 1315.
Also having a small hall （504 seats）, large and small conference rooms and exhibition rooms,
this facility is perfect for a variety of conventions. 

交通 電話番号所在地アイコンについて ホームページアドレス

大宮区桜木町1-7-5
1-7-5 Sakuragi-cho, Omiya Ward

大宮駅から徒歩3分
3 mins walk from Omiya station

048-647-4558
http://www.sonic-city.or.jp

客室数：186室　宿泊人数：281名
Guestrooms: 186　Capacity: 281 pax

主要会場：櫻　417㎡（スクール234席）
Main Halls: Sakura 417㎡ （seats 234 in classroom layout）

その他　15室（47～374㎡）
Other: 15 rooms （47～374㎡）

中央区新都心3-2
3-2 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩10分
10 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-601-1111
http://www.rafre.co.jp

客室数：60室　宿泊人数：92名
Guestrooms: 60　Capacity: 92 pax

主要会場：エメラルド　660㎡（スクール400席）
Main Halls: Emerald 660㎡ （seats 400 in classroom layout）

その他　16室（30～280㎡）
Other: 16 rooms （30～280㎡）

中央区新都心2-2
2-2 Shintoshin, Chuo Ward

さいたま新都心駅から徒歩5分
5 mins walk from Saitama Shintoshin station

048-601-5555
http://www.hotel-brillante.com
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収容人数 Capacity

1,212

客室数 No. of Guestrooms

853

施設数 No. of Facilities

5

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel
宿泊施設

Accommodation Facilities

収容人数 Capacity

1,369

124

1,493

客室数 No. of Guestrooms

1,060

33

1,093

施設数 No. of Facilities

8

4

12

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel

旅館・民宿等 Japanese style Ryokan / Minshuku

合計 Total

宿泊施設
Accommodation Facilities 収容人数 Capacity

1,070

客室数 No. of Guestrooms

675

施設数 No. of Facilities

9

宿泊施設 Accommodation Facilities

ホテル Hotel
宿泊施設

Accommodation Facilities

大ホール　Large Hall

展示場　Exhibition Hall 会議室　Conference Rooms

国際会議室　International Conference Room

ローズルーム　Rose Room

同時通訳設備　6ブース（6ヵ国同時通訳可）
Simultaneous Interpretation Facilities
6 booths （able to accommodate simultaneous interpretation in 6 languages）

STUDIO1・2
面積：330㎡　Area: 330㎡
収容人員：シアター 302席
　　　　 スクール 100席
Capacity:
seats 302 in theater layout
seats 100 in classroom layout
その他　５室（45～135㎡）
Other: 5 rooms （45～135㎡）

ソニックシティ Sonic City■1

パレスホテル大宮 Palace Hotel Omiya

さいたまスーパーアリーナ Saitama Super Arena■2

ホテルブリランテ武蔵野
Hotel Brillante Musashino

ラフレさいたま
Rafre Saitama

■3

埼玉会館 Saitama Kaikan■5

浦和ロイヤルパインズホテル Urawa Royal Pines Hotel■6

（アリーナ4F）
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コンベンション開催助成金
Convention Subsidy

（1）さいたま市内を主会場とするもの。
（2）参加者100人以上（内10%以上が海外から）の国際会議、または参加者500人以上（参加者が関東全域以上に亘ること）の国内会議。
（3）会期が2日間以上で、総参加者数のうち相当数がさいたま市内の宿泊施設へ宿泊するもの。
（4）さいたま市の関係機関から補助金の交付又は、これに類する支援を受けていないこと。
（5）主催者及び参加者へのアンケート調査を依頼した場合、誠意をもって協力すること。
（1）Main venue is in Saitama City.
（2）International Convention with a minimum of 100 participants （10% of which must be from overseas） or Domestic Convention with a minimum of 500 participants 
     （participants must at least come from throughout the Kanto region）.
（3）Meeting must last at least 2 days, with the majority of the participants staying at accommodation facilities in Saitama City.
（4）Must not be receiving subsidies or similar assistance from any other entity connected to Saitama City.
（5）Please cooperate in administrating our questionnaires to your participants if so requested.

1.交付対象となるコンベンション（主な条件） Main Conditions of Eligibility

2.交付額 Subsidy Amount

メニュー
Type

内容
Eligible Expenses

ユニークベニュー
Unique Venue

エクスカーション
Excursion

アトラクション
Performance

市内観光を実施する際のバス使用料に掛かる費用の一部
Tour bus (sightseeing around Saitama city)

アトラクション派遣に要する費用の一部 
Performance

会場費、設備・機材使用料、送迎バス使用料に掛かる費用の一部 
Venue, equipment/set-up, bus

交付額
Subsidy Amount

万円まで（※）最高20
up to 200,000 yen (＊)

SUPPORT

申 請 は
開催前年度の6月末ま

で
Applications due in June of fiscal year prior to convention!

アフターコンベンション開催助成金
Post-Convention Subsidy

上記コンベンション開催助成金の条件（1）、（3）、（4）は同じ。
※コンベンション開催助成金との併用も可。    
（2）参加者50人以上（日本を含む3ヶ国以上に亘る）の国際会議、または参加者100人以上（参加者が関東全域以上に亘る）の国内会議。

※交付は上記のいずれか１つの申請とし、対象経費の1/2以内
＊Applicants can apply for one option only, and the maximum subsidy is half of the eligible expenses. 

Same as conditions ⑴,⑶,⑷ of the above "Convention Subsidy".    
＊It is possible to receive both types of subsidy.
（2）International Convention with a minimum of 50 participants (must come from at least 3 countries including Japan) or Domestic Convention with a minimum of 
    100 participants (must come from at least throughout the Kanto region).   

1.交付対象となるメニュー（主な条件） Main Conditions of Eligibility

SUPPORT

申請は開催前年度の
3月第1営業日から
開催日1ヶ月前まで

Accepting applications from the first weekday of March in 
the prior fiscal year up until a month before the convention.

（1）上限は主催者総経費の10%。
（2）協会会員企業をご利用いただくと、更に10万円以内を追加助成。
※会員については、業務内容に応じてご紹介いたします。
（1）Maximum subsidy is 10% of total expenses.
（2）An additional subsidy of up to 100,000 yen will be granted to organizers who use 

      STIB member companies.
* Member companies are introduced according tothe services you require.

本助成金の内容についてご不明な点は、コンベンション事業担当
にお問い合わせください。
Please contact our convention projects staff to make inquiries about this subsidy.

2.交付額 Subsidy Amount

100～199人（pax）

200～299人（pax）

300～399人（pax）

400～499人（pax）

500～799人（pax）

800～999人（pax）

1,000人（pax）～

国際会議
lnternational Convention

交付額
Subsidy Amount

参加者数
No. of Participants

万円以内
up to 500,000 yen50

100
150
200
250
400
500

万円以内
up to 1,000,000 yen

万円以内
up to 1,500,000 yen

万円以内
up to 2,000,000 yen

万円以内
up to 2,500,000 yen

万円以内
up to 4,000,000 yen

万円以内
up to 5,000,000 yen

500～799人（pax）

800～1,299人（pax）

1,300～1,999人（pax）

2,000人（pax）～

国内会議
Domestic Convention

交付額
Subsidy Amount

参加者数
No. of Participants

万円以内
up to 450,000 yen45

75万円以内
up to 750,000 yen

120万円以内
up to 1,200,000 yen

150万円以内
up to 1,500,000 yen
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交通 電話番号所在地アイコンについて

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

埼玉高速鉄道 「浦和美園駅」から徒歩１５分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line 

※お問い合わせは、さいたま観光国際協会コンベンション事業担当
  ０４８-６４７-０７８８ まで、お願いいたします。

鉄道博物館
THE RAILWAY MUSEUM

埼玉スタジアム2002
SAITAMA STADIUM 2002

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

神社参詣
Shrine Visit

打掛の着付
Fitting of Uchikake Kimono

書道
Japanese Calligraphy

折り紙
Origami

茶道
Tea Ceremony

浴衣の着付
Fitting of Yukata （summer Kimono）

華道
Flower Arrangement

風呂敷
Furoshiki Multipurpose Wrap

能の披露
Noh Performance

雅楽の披露
Gagaku Court Music Performance

盆栽の見学
Bonsai

日本文化に深く触れ、楽しいひと時を過ごせるよう様々なプログラムをご紹介いたします。
We have prepared a variety of fun programs that allow you to have close interaction with Japanese culture.

※材料費、寸志等の費用をご負担頂く場合があります。

* A fee may be charged to cover the cost of   
   materials and small tokens of appreciation.

注）講師等は基本的にボランティア（※）としてお
願いしています。（日程等の都合によりご希望に沿
えない場合もございますので、ご理解ください。）

Note: Instructors offer their services on a 
voluntary basis. As such, please 
understand that we may not always be 
able to meet your schedule requests.

For inquiries, please contact STIB convention section （TEL: 048-647-0788）

大宮区大成町３-４７
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」よりニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」から
徒歩１分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan(Onari)station,
New Shuttle Line at JR Omiya station

０４８-６５１-００８８ 　営業部
Marketing Department

同伴者プログラムの紹介
Programs for Guests Accompanying ParticipantsPrograms

式典やパーティ会場、学会など様々なシーンでご好評いただいています。
盆栽のサイズ・樹種など、まずはご気軽にご相談を。

盆栽のレンタル
Bonsai RentalBonsai

さいたま自慢のユニークベニューで心に残るレセプションを！
Have a memorable reception at venues in Saitama!

「さいたま」ならではのユニークベニュー
Unique Saitama City Venues VENUES

Our bonsai help set the scene for ceremonies, parties, and association meetings. Feel free to consult us to 
find the right species and size of bonsai for your event.
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伝統的日本と近代的日本が融和する
国際会議観光都市 さいたま市。
伝統的日本と近代的日本が融和する
国際会議観光都市 さいたま市。
『さいたま観光国際協会』は、さいたま市とその周辺地域における観光及びコン
ベンション事業及び国際交流、国際協力事業の振興を図り、文化向上と、多文化
共生の社会づくりを促進し、地域社会の発展とともに、国際化に資することを目的
として、埼玉県知事の認可により設立された公益法人です。
当協会では、さいたま市により多くの経済効果がはかれるよう、日々の活動を通

じて、観光客の誘客と会議・大会をはじめとするコンベンションの誘致を促進する
とともに、多文化共生社会づくりに向けた国際交流事業を促進し、これら事業の充
実を会員の皆様及び、多くの関係諸団体と共に進めております。
コンベンション開催にあたりましては、「おもてなしの心」で各種お手伝いをさ
せていただきますので、お気軽にご連絡、ご相談をくださいますようお願い申し上
げます。

    Saitama Tourism and International Relations Bureau is a public-interest corporation established with the 
official accreditation of the Governor of Saitama Prefecture. In addition to promoting tourism in Saitama and 
surrounding areas, the Bureau aims to promote convention projects, international exchange and international 
cooperation projects.  We also aim to enhance culture and foster the creation of a multicultural society with a 
view to contributing to the development of local communities and internationalization.     

    The Bureau is working alongside its member companies and various affiliated organizations on a daily basis 
to stimulate further economic growth in Saitama City by bolstering projects to attract visitors and convention 
activities such as meetings and tournaments and by encouraging multiculturalism through international 
exchange projects. 
    A warm and friendly Saitama hospitality awaits you and your convention participants so feel free to contact 
us for any form of assistance you may require. 

さいたま市は、古くは中山道の宿場町とし
て発達してきた歴史を持ち、現在はＪＲ各
線や私鉄線が結節する東日本の交通の
要衝地。自然の風景や食・文化の伝統的
日本情緒を継承しながら、近代的な日本
の姿をコンパクトにあわせ持つ都市です。

In the past, Saitama City developed as a post town 
along Nakasendo Road. Today, it is a transportation 
hub for eastern Japan serving as a focal point for JR 
train lines and private train lines alike. Tradition meets 
Modern in Saitama City, a compact mixture of natural 
Japanese scenery, food and culture wrapped in a 
modern Japanese look.

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

Saitama City: An International Conference City with a
harmonious blend of Traditional Japan and Modern Japan
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コンベンション開催支援アイテム
Convention Support

託児所設置の際の業者紹介
Introduction of Nursery Care Agencies

近年、参加者からの要望が高まっている臨時託児所。設置が必要な場合、ＡCSＡ（公益社団法人全国保育サービス協会）会員
の地元業者を紹介いたします。
There has been a growing demand for daycare services recently.
Where necessary, we will introduce local ACSA （All Japan Childcare Services Association） members to assist with your daycare needs.

地元会員企業紹介
Introduction of Member Companies

コンベンションの開催にあたり、準備から当日の運営まで幅広く地元会員企業がお手伝いいたします。
Our local companies can assist you with your meeting from the preparation stages to the actual day of the event.

掲出は無料。
The cost for erecting signboards is free.

掲出ポスターについて、ＪＲ大宮駅・浦和駅はB1判：
1030mm×728mmを、さいたま新都心駅はＡ1判：
841mm×594mmを主催者様でご用意願います。
（政治的及び宗教的並びに営利活動を主たる目的
とするものは除く）

We ask that organizers prepare posters of B1 size 
（1030mm x 728 mm） for JR Omiya, Urawa station and 
A1 size （841mm x 594 mm）for Saitama Shintoshin 
station 

さいたま新都心（空撮）
Saitama City （aerial view）

ソニックシティ
Sonic City

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

埼玉スタジアム2002（空撮）
Saitama Stadium 2002 （aerial view）

盆栽園
Bonsai Garden

岩槻人形
Iwatsuki Dolls

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine

アングル違いやその他の写真について
は、お問い合わせください。
Please contact us for pictures taken from 
different angles or for other pictures.

写真の貸出
Picture Lending Service

大会パンフレットやサーキュラーを作製する際に必要な開催地「さいたま」の写真を貸出いたします。
We lend pictures of Saitama City to organizers for use in pamphlets and circulars.

This is an A2 sized convenient and comprehensive 
sightseeing map with English-Japanese bilingual 
display. It comprises a large map which allows you 
to see the locations of convention facilities in one 
glance and small maps of major train stations and 
their surroundings.

A2版日英二言語表記。市内の観光・コンベ
ンション施設の位置関係が一目でわかる全
体図や主要駅前周辺図を掲載した便利な総
合観光マップ。

This is a seasonal sightseeing guide with 
information on sightseeing facilities, festive events, 
souvenirs and more.

市内の観光情報、行祭事、お土産などを紹
介した季節毎の観光ガイド。

This is a 24 page, A5 sized pamphlet with 
information on eating and drinking establishments 
situated near convention facilities in Omiya, 
Saitama Shintoshin and Urawa.

A5版冊子形式24ページ。大宮、さいたま新
都心、浦和のコンベンション施設周辺の飲
食店情報が掲載されているグルメガイド。

上記共通要件：対象
Conditions

（1）主な開催会場及び宿泊地がさいたま市内であること
（2）STIBが実施する調査に協力できること

（1）Main venue and accommodations must be in Saitama City

（2）Must be willing to cooperate with STIB surveys

JR大宮駅構内
JR Omiya Station Premises

JRさいたま新都心駅構内
JR Saitama Shintoshin Premises

JR浦和駅構内
JR Urawa Station Premises

不織布製エコバッグ Eco-bags made of non-woven fabric ビニール製バッグ Vinyl Bags

規格 Specifications 規格 Specifications 規格 Specifications

費用 Cost

ＪＲ大宮駅、ＪＲさいたま新都心駅コンコース、
JR浦和駅又は会場となる施設等。
Place: Concourse of JR Omiya, Saitama 
Shintoshin, Urawa stations or facility that 
will be used as venue.

設置場所 Place

費用

観光案内所壁面ユニット
Tourist Information Board

掲出面：ネジ留式・透明アクリル
Poster Surface:
Screw-on style / Transparent acrylic

1枚 100円（税込）　cost: 100 yen each

サイズ 縦350mm×横250mm×横・底マチ50mm
Size: H350mm×W250mm×D50mm

本体：ステンレスヘアライン加工
Main Frame:
Stainless Hairline Finish

（H1,700mm×W700mm×D600mm）
掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

柱側面ユニット
Pillar Display

掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

※コンベンション名等を印刷することも可能（別途費用要）
We can also put the name of your convention on the bags （separate charge applies）.

費用 無料　cost: Free

サイズ 縦461mm×横313mm×マチ97mm
Size: H461mm×W313mm×D97mm

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

歓迎／案内看板の掲出
Welcome Signs / Signboards

大規模コンベンションに対して、最寄駅に歓迎案内板を掲出いたします。
For large conventions, we will put up welcome boards and information guides at the nearest station.

観光パンフレットの提供
Sightseeing Brochures

参加者の皆様が便利に楽しく滞在できるよう市内観光パンフレットをご提供いたします。
For your convenience, we provide sightseeing pamphlets to help make your stay in Saitama City a fun one.

コンベンションバッグの提供
Convention Bags

会議資料や抄録集等を入れられるコンベンションバッグをご提供いたします。
We provide convention bags to put your meeting documents, abstracts, et cetera.

土産品販売コーナーの設置
Setting up of Souvenir Corner

開催会場にご当地の土産品
販売コーナーの設置・手配の
お手伝いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a local 
souvenirs sale corner.

さいたま市初のクラフトビール
「氷川の杜」コーナーの設置

懇親会会場等にさいたま市初
のクラフトビール「氷川の杜」
コーナーの設置・手配のお手伝
いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a craft 
beer counter “Hikawa-no-mori” in your 
reception venue. 

推奨土産品
Recommended Souvenirs

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

さいたまの郷土色豊か
なお土産をご用意して
おります。
We have many local Saitama 
City souvenirs prepared for you. 

推奨コンベンション弁当
Recommended Bento Box Lunches

ランチョンセミナーなど
で「さいたま」ならではの
ご当地弁当をご用意で
きます。
We can provide unique Saitama 
City Bento lunches for lunch 
seminars and similar events.

SUPPORT

行政機関との調整・橋渡し
Coordination between Organizers and Administrative Organizations

県・市などの後援名義、知事や市長などの挨拶者招聘要請をお手伝いいたします。
We will assist you in getting the nominal support of Saitama City or Saitama Prefecture and in obtaining speeches from the Mayor and Governor, respectively.

さいたま市観光地図
Saitama City Sightseeing Map

「ポケナビさいたま」
Poke-Navi Saitama

さいたま市観光ガイドブック
Saitama City Sightseeing Guidebook

施設周辺飲食店案内
Restaurants near meeting venues

「コンベンション参加者便利帳」
Convenient Guide for Convention Participants

Setting up of beer counter 
“Hikawa-no-mori” (The 1st craft beer 
made in Saitama City)
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交通 電話番号所在地アイコンについて

緑区美園2-1
2-1 misono, Midori Ward

埼玉高速鉄道 「浦和美園駅」から徒歩１５分
15 mins walk from Urawa Misono station, Saitama Railway Line 

※お問い合わせは、さいたま観光国際協会コンベンション事業担当
  ０４８-６４７-０７８８ まで、お願いいたします。

鉄道博物館
THE RAILWAY MUSEUM

埼玉スタジアム2002
SAITAMA STADIUM 2002

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

神社参詣
Shrine Visit

打掛の着付
Fitting of Uchikake Kimono

書道
Japanese Calligraphy

折り紙
Origami

茶道
Tea Ceremony

浴衣の着付
Fitting of Yukata （summer Kimono）

華道
Flower Arrangement

風呂敷
Furoshiki Multipurpose Wrap

能の披露
Noh Performance

雅楽の披露
Gagaku Court Music Performance

盆栽の見学
Bonsai

日本文化に深く触れ、楽しいひと時を過ごせるよう様々なプログラムをご紹介いたします。
We have prepared a variety of fun programs that allow you to have close interaction with Japanese culture.

※材料費、寸志等の費用をご負担頂く場合があります。

* A fee may be charged to cover the cost of   
   materials and small tokens of appreciation.

注）講師等は基本的にボランティア（※）としてお
願いしています。（日程等の都合によりご希望に沿
えない場合もございますので、ご理解ください。）

Note: Instructors offer their services on a 
voluntary basis. As such, please 
understand that we may not always be 
able to meet your schedule requests.

For inquiries, please contact STIB convention section （TEL: 048-647-0788）

大宮区大成町３-４７
3-47 Onari-cho, Omiya Ward

JR「大宮駅」よりニューシャトル「鉄道博物館（大成）駅」から
徒歩１分
1 mins walk from Tetsudou-Hakubutsukan(Onari)station,
New Shuttle Line at JR Omiya station

０４８-６５１-００８８ 　営業部
Marketing Department

同伴者プログラムの紹介
Programs for Guests Accompanying ParticipantsPrograms

式典やパーティ会場、学会など様々なシーンでご好評いただいています。
盆栽のサイズ・樹種など、まずはご気軽にご相談を。

盆栽のレンタル
Bonsai RentalBonsai

さいたま自慢のユニークベニューで心に残るレセプションを！
Have a memorable reception at venues in Saitama!

「さいたま」ならではのユニークベニュー
Unique Saitama City Venues VENUES

Our bonsai help set the scene for ceremonies, parties, and association meetings. Feel free to consult us to 
find the right species and size of bonsai for your event.
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伝統的日本と近代的日本が融和する
国際会議観光都市 さいたま市。
伝統的日本と近代的日本が融和する
国際会議観光都市 さいたま市。
『さいたま観光国際協会』は、さいたま市とその周辺地域における観光及びコン
ベンション事業及び国際交流、国際協力事業の振興を図り、文化向上と、多文化
共生の社会づくりを促進し、地域社会の発展とともに、国際化に資することを目的
として、埼玉県知事の認可により設立された公益法人です。
当協会では、さいたま市により多くの経済効果がはかれるよう、日々の活動を通

じて、観光客の誘客と会議・大会をはじめとするコンベンションの誘致を促進する
とともに、多文化共生社会づくりに向けた国際交流事業を促進し、これら事業の充
実を会員の皆様及び、多くの関係諸団体と共に進めております。
コンベンション開催にあたりましては、「おもてなしの心」で各種お手伝いをさ
せていただきますので、お気軽にご連絡、ご相談をくださいますようお願い申し上
げます。

    Saitama Tourism and International Relations Bureau is a public-interest corporation established with the 
official accreditation of the Governor of Saitama Prefecture. In addition to promoting tourism in Saitama and 
surrounding areas, the Bureau aims to promote convention projects, international exchange and international 
cooperation projects.  We also aim to enhance culture and foster the creation of a multicultural society with a 
view to contributing to the development of local communities and internationalization.     

    The Bureau is working alongside its member companies and various affiliated organizations on a daily basis 
to stimulate further economic growth in Saitama City by bolstering projects to attract visitors and convention 
activities such as meetings and tournaments and by encouraging multiculturalism through international 
exchange projects. 
    A warm and friendly Saitama hospitality awaits you and your convention participants so feel free to contact 
us for any form of assistance you may require. 

さいたま市は、古くは中山道の宿場町とし
て発達してきた歴史を持ち、現在はＪＲ各
線や私鉄線が結節する東日本の交通の
要衝地。自然の風景や食・文化の伝統的
日本情緒を継承しながら、近代的な日本
の姿をコンパクトにあわせ持つ都市です。

In the past, Saitama City developed as a post town 
along Nakasendo Road. Today, it is a transportation 
hub for eastern Japan serving as a focal point for JR 
train lines and private train lines alike. Tradition meets 
Modern in Saitama City, a compact mixture of natural 
Japanese scenery, food and culture wrapped in a 
modern Japanese look.

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

Saitama City: An International Conference City with a
harmonious blend of Traditional Japan and Modern Japan

Contents

「さいたま」ならではのユニークベニュー・・・・・・・・・・・・・・・13
Unique Saitama City Venues

コンベンション開催助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Convention Subsidy

アフターコンベンション開催助成金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
Post-Convention Subsidy

盆栽のレンタル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Bonsai Rental

SUPPORT

コンベンション開催支援アイテム
Convention Support

　 行政機関との調整・橋渡し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Coordination between Organizers and Administrative Organizations

　 地元会員企業紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Introduction of Member Companies

　 託児所設置の際の業者紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Introduction of Nursery Care Agencies

　 土産品販売コーナーの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Setting up of Souvenir Corner

　 「氷川の杜」コーナーの設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Setting up of beer counter “Hikawa-no-mori”
　 推奨土産品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Recommended Souvenirs

　 推奨コンベンション弁当 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Recommended Bento Box Lunches

　 写真の貸出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
　   Picture Lending Service

　 歓迎／案内看板の掲出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
　    Welcome Signs / Signboards

　 観光パンフレットの提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
　   Sightseeing Brochures

　 コンベンションバッグの提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
　   Convention Bags

VENUES

SUPPORT

SUPPORT

開催施設と宿泊施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Meeting Venues and Accommodation FacilitiesVENUES

さいたま市へのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
Access to Saitama CityACCESS

さいたま市の観光と産業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
Saitama City Tourism and Industry

　 観光スポット　　　　　　産業観光　　　　　　郷土芸能
       Sightseeing Spots                     Industrial Tourism                Traditional Entertainment

ATTRACTION

Bonsai

同伴者プログラムの紹介・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Programs for Guests Accompanying ParticipantsPrograms

32

コンベンション開催支援アイテム
Convention Support

託児所設置の際の業者紹介
Introduction of Nursery Care Agencies

近年、参加者からの要望が高まっている臨時託児所。設置が必要な場合、ＡCSＡ（公益社団法人全国保育サービス協会）会員
の地元業者を紹介いたします。
There has been a growing demand for daycare services recently.
Where necessary, we will introduce local ACSA （All Japan Childcare Services Association） members to assist with your daycare needs.

地元会員企業紹介
Introduction of Member Companies

コンベンションの開催にあたり、準備から当日の運営まで幅広く地元会員企業がお手伝いいたします。
Our local companies can assist you with your meeting from the preparation stages to the actual day of the event.

掲出は無料。
The cost for erecting signboards is free.

掲出ポスターについて、ＪＲ大宮駅・浦和駅はB1判：
1030mm×728mmを、さいたま新都心駅はＡ1判：
841mm×594mmを主催者様でご用意願います。
（政治的及び宗教的並びに営利活動を主たる目的
とするものは除く）

We ask that organizers prepare posters of B1 size 
（1030mm x 728 mm） for JR Omiya, Urawa station and 
A1 size （841mm x 594 mm）for Saitama Shintoshin 
station 

さいたま新都心（空撮）
Saitama City （aerial view）

ソニックシティ
Sonic City

さいたまスーパーアリーナ
Saitama Super Arena

埼玉スタジアム2002（空撮）
Saitama Stadium 2002 （aerial view）

盆栽園
Bonsai Garden

岩槻人形
Iwatsuki Dolls

武蔵一宮氷川神社
Musashi Ichinomiya Hikawa Shrine

アングル違いやその他の写真について
は、お問い合わせください。
Please contact us for pictures taken from 
different angles or for other pictures.

写真の貸出
Picture Lending Service

大会パンフレットやサーキュラーを作製する際に必要な開催地「さいたま」の写真を貸出いたします。
We lend pictures of Saitama City to organizers for use in pamphlets and circulars.

This is an A2 sized convenient and comprehensive 
sightseeing map with English-Japanese bilingual 
display. It comprises a large map which allows you 
to see the locations of convention facilities in one 
glance and small maps of major train stations and 
their surroundings.

A2版日英二言語表記。市内の観光・コンベ
ンション施設の位置関係が一目でわかる全
体図や主要駅前周辺図を掲載した便利な総
合観光マップ。

This is a seasonal sightseeing guide with 
information on sightseeing facilities, festive events, 
souvenirs and more.

市内の観光情報、行祭事、お土産などを紹
介した季節毎の観光ガイド。

This is a 24 page, A5 sized pamphlet with 
information on eating and drinking establishments 
situated near convention facilities in Omiya, 
Saitama Shintoshin and Urawa.

A5版冊子形式24ページ。大宮、さいたま新
都心、浦和のコンベンション施設周辺の飲
食店情報が掲載されているグルメガイド。

上記共通要件：対象
Conditions

（1）主な開催会場及び宿泊地がさいたま市内であること
（2）STIBが実施する調査に協力できること

（1）Main venue and accommodations must be in Saitama City

（2）Must be willing to cooperate with STIB surveys

JR大宮駅構内
JR Omiya Station Premises

JRさいたま新都心駅構内
JR Saitama Shintoshin Premises

JR浦和駅構内
JR Urawa Station Premises

不織布製エコバッグ Eco-bags made of non-woven fabric ビニール製バッグ Vinyl Bags

規格 Specifications 規格 Specifications 規格 Specifications

費用 Cost

ＪＲ大宮駅、ＪＲさいたま新都心駅コンコース、
JR浦和駅又は会場となる施設等。
Place: Concourse of JR Omiya, Saitama 
Shintoshin, Urawa stations or facility that 
will be used as venue.

設置場所 Place

費用

観光案内所壁面ユニット
Tourist Information Board

掲出面：ネジ留式・透明アクリル
Poster Surface:
Screw-on style / Transparent acrylic

1枚 100円（税込）　cost: 100 yen each

サイズ 縦350mm×横250mm×横・底マチ50mm
Size: H350mm×W250mm×D50mm

本体：ステンレスヘアライン加工
Main Frame:
Stainless Hairline Finish

（H1,700mm×W700mm×D600mm）
掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

柱側面ユニット
Pillar Display

掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

※コンベンション名等を印刷することも可能（別途費用要）
We can also put the name of your convention on the bags （separate charge applies）.

費用 無料　cost: Free

サイズ 縦461mm×横313mm×マチ97mm
Size: H461mm×W313mm×D97mm

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

歓迎／案内看板の掲出
Welcome Signs / Signboards

大規模コンベンションに対して、最寄駅に歓迎案内板を掲出いたします。
For large conventions, we will put up welcome boards and information guides at the nearest station.

観光パンフレットの提供
Sightseeing Brochures

参加者の皆様が便利に楽しく滞在できるよう市内観光パンフレットをご提供いたします。
For your convenience, we provide sightseeing pamphlets to help make your stay in Saitama City a fun one.

コンベンションバッグの提供
Convention Bags

会議資料や抄録集等を入れられるコンベンションバッグをご提供いたします。
We provide convention bags to put your meeting documents, abstracts, et cetera.

土産品販売コーナーの設置
Setting up of Souvenir Corner

開催会場にご当地の土産品
販売コーナーの設置・手配の
お手伝いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a local 
souvenirs sale corner.

さいたま市初のクラフトビール
「氷川の杜」コーナーの設置

懇親会会場等にさいたま市初
のクラフトビール「氷川の杜」
コーナーの設置・手配のお手伝
いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a craft 
beer counter “Hikawa-no-mori” in your 
reception venue. 

推奨土産品
Recommended Souvenirs

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

さいたまの郷土色豊か
なお土産をご用意して
おります。
We have many local Saitama 
City souvenirs prepared for you. 

推奨コンベンション弁当
Recommended Bento Box Lunches

ランチョンセミナーなど
で「さいたま」ならではの
ご当地弁当をご用意で
きます。
We can provide unique Saitama 
City Bento lunches for lunch 
seminars and similar events.

SUPPORT

行政機関との調整・橋渡し
Coordination between Organizers and Administrative Organizations

県・市などの後援名義、知事や市長などの挨拶者招聘要請をお手伝いいたします。
We will assist you in getting the nominal support of Saitama City or Saitama Prefecture and in obtaining speeches from the Mayor and Governor, respectively.

さいたま市観光地図
Saitama City Sightseeing Map

「ポケナビさいたま」
Poke-Navi Saitama

さいたま市観光ガイドブック
Saitama City Sightseeing Guidebook

施設周辺飲食店案内
Restaurants near meeting venues

「コンベンション参加者便利帳」
Convenient Guide for Convention Participants

Setting up of beer counter 
“Hikawa-no-mori” (The 1st craft beer 
made in Saitama City)
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近年、参加者からの要望が高まっている臨時託児所。設置が必要な場合、ＡCSＡ（公益社団法人全国保育サービス協会）会員
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different angles or for other pictures.

写真の貸出
Picture Lending Service

大会パンフレットやサーキュラーを作製する際に必要な開催地「さいたま」の写真を貸出いたします。
We lend pictures of Saitama City to organizers for use in pamphlets and circulars.

This is an A2 sized convenient and comprehensive 
sightseeing map with English-Japanese bilingual 
display. It comprises a large map which allows you 
to see the locations of convention facilities in one 
glance and small maps of major train stations and 
their surroundings.

A2版日英二言語表記。市内の観光・コンベ
ンション施設の位置関係が一目でわかる全
体図や主要駅前周辺図を掲載した便利な総
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information on sightseeing facilities, festive events, 
souvenirs and more.

市内の観光情報、行祭事、お土産などを紹
介した季節毎の観光ガイド。

This is a 24 page, A5 sized pamphlet with 
information on eating and drinking establishments 
situated near convention facilities in Omiya, 
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JR浦和駅構内
JR Urawa Station Premises

不織布製エコバッグ Eco-bags made of non-woven fabric ビニール製バッグ Vinyl Bags

規格 Specifications 規格 Specifications 規格 Specifications

費用 Cost

ＪＲ大宮駅、ＪＲさいたま新都心駅コンコース、
JR浦和駅又は会場となる施設等。
Place: Concourse of JR Omiya, Saitama 
Shintoshin, Urawa stations or facility that 
will be used as venue.

設置場所 Place

費用

観光案内所壁面ユニット
Tourist Information Board

掲出面：ネジ留式・透明アクリル
Poster Surface:
Screw-on style / Transparent acrylic

1枚 100円（税込）　cost: 100 yen each

サイズ 縦350mm×横250mm×横・底マチ50mm
Size: H350mm×W250mm×D50mm

本体：ステンレスヘアライン加工
Main Frame:
Stainless Hairline Finish

（H1,700mm×W700mm×D600mm）
掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

柱側面ユニット
Pillar Display

掲出面：押縁式・透明アクリル
Poster Surface:
Brick mold style / Transparent acrylic

※コンベンション名等を印刷することも可能（別途費用要）
We can also put the name of your convention on the bags （separate charge applies）.

費用 無料　cost: Free

サイズ 縦461mm×横313mm×マチ97mm
Size: H461mm×W313mm×D97mm

 SUCCESSFUL CONVENT ION in SAITAMA

歓迎／案内看板の掲出
Welcome Signs / Signboards

大規模コンベンションに対して、最寄駅に歓迎案内板を掲出いたします。
For large conventions, we will put up welcome boards and information guides at the nearest station.

観光パンフレットの提供
Sightseeing Brochures

参加者の皆様が便利に楽しく滞在できるよう市内観光パンフレットをご提供いたします。
For your convenience, we provide sightseeing pamphlets to help make your stay in Saitama City a fun one.

コンベンションバッグの提供
Convention Bags

会議資料や抄録集等を入れられるコンベンションバッグをご提供いたします。
We provide convention bags to put your meeting documents, abstracts, et cetera.

土産品販売コーナーの設置
Setting up of Souvenir Corner

開催会場にご当地の土産品
販売コーナーの設置・手配の
お手伝いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a local 
souvenirs sale corner.

さいたま市初のクラフトビール
「氷川の杜」コーナーの設置

懇親会会場等にさいたま市初
のクラフトビール「氷川の杜」
コーナーの設置・手配のお手伝
いをいたします。
We will assist you with the necessary 
arrangements and setting up of a craft 
beer counter “Hikawa-no-mori” in your 
reception venue. 

推奨土産品
Recommended Souvenirs

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

詳しくはWEBへ
Check our website
for details.

さいたまの郷土色豊か
なお土産をご用意して
おります。
We have many local Saitama 
City souvenirs prepared for you. 

推奨コンベンション弁当
Recommended Bento Box Lunches

ランチョンセミナーなど
で「さいたま」ならではの
ご当地弁当をご用意で
きます。
We can provide unique Saitama 
City Bento lunches for lunch 
seminars and similar events.

SUPPORT

行政機関との調整・橋渡し
Coordination between Organizers and Administrative Organizations

県・市などの後援名義、知事や市長などの挨拶者招聘要請をお手伝いいたします。
We will assist you in getting the nominal support of Saitama City or Saitama Prefecture and in obtaining speeches from the Mayor and Governor, respectively.

さいたま市観光地図
Saitama City Sightseeing Map

「ポケナビさいたま」
Poke-Navi Saitama

さいたま市観光ガイドブック
Saitama City Sightseeing Guidebook

施設周辺飲食店案内
Restaurants near meeting venues

「コンベンション参加者便利帳」
Convenient Guide for Convention Participants

Setting up of beer counter 
“Hikawa-no-mori” (The 1st craft beer 
made in Saitama City)
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TEL：048-647-0788　FAX：048-647-0116
URL：https://www.stib.jp　E-mail：conv@stib.jp

〒330-0853　埼玉県さいたま市大宮区錦町682-2 JACK大宮3Ｆ
3rd Fl., JACK Omiya, 682-2 Nishiki-cho, Omiya Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-0853, Japan

シーノ大宮 ソニックシティ
パレスホテル
大宮

西口 大宮駅

■H

■H

空港連絡バス
発着所

JACK
大宮

大栄橋（西）

桜木町
県道2号

桜木町
郵便局

JACK大宮 3F
さいたま観光国際協会

Please check our website for additional attractions and more detailed information.

パンフレットに掲載しきれなかった魅力や詳細情報は、
WEBでご確認ください。

STIB所定の書類一式を提出
Complete and submit the STIB required documents.

https://www.stib.jp/conv/shien.shtml
上記サイトからダウンロードしてご記入ください。
Documents can be downloaded from the above site.

申込方法 Application Method

お申込みはWEBから Apply via our websiteお申込みはWEBから Apply via our website

Saitama stib SEARCHさいたま観光 検 索

郵送 or 直接窓口　コンベンション事業担当
Submit to Convention Section by post or in person.

S U C C E S S F U L

C O N V E N T I O N

I N  S A I T A M A
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