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①SESAME KITCHEN セサミキッチン

幸町6-7 2F ☎049-223-0988
㊡月・木(月曜祝日の場合は営業、翌火曜休み)

火 11：00～16：00(LO)  金 18：00～22：00(LO)
水・木 11：00～15：00(LO) 17：00～22：00(LO)
土・日・祝 11：00～22：00(LO)

窓から一番街が見える好立地。ランチは季節の旬の食材を
取り入れた薬膳ランチでオーガニック食材を使用。フェア
トレード有機コーヒーやオーガニック紅茶、自家製レモン
ジンジャーなどドリンクにもこだわりあり。

②WOOD BAKERS ウッドベイカーズ

連雀町11-8 ☎049-227-3738
㊡12/30～1/1

11：30～15：00 17：00～22：00

大正浪漫夢通りにある窯焼きピザのお店。建物は趣のある
有形文化財加藤家住宅です。パインの木を燃料に高温で焼
き上げているため外はサクサク中はもっちり。パスタもあ
ります。バーニャカウダやチーズフォンデュで野菜食べ放
題など女性に嬉しいメニューも。

③Trattoria Caro トラットリアカーロ

連雀町14-2 ☎049-299-8959
㊡火
11：00～14：30(LO) 17：30～21：30(LO)

大正浪漫夢通りにあるお店。平日限定で軽い前菜も付くお
得なパスタランチやドルチェプレートあり。また、土日祝
限定の『たっぷりサラダ・パスタ・ドリンクセット』もお
得。毛呂山町の波田鶏園の卵と日高市の加藤牧場の牛乳を
使ったプリンやバニラジェラートなどこだわりのオリジナ
ルスイーツも楽しめます。

④Taverna del Sole
タヴェルナデルソーレ

久保町8-9 ☎049-299-7772
㊡不定休

12：00～14：00(LO) 18：00～21：30(LO)
(ランチ営業は土日祝のみ)

お店はこじんまりしていますがテーブル席の間隔に余裕が
あるので、ゆったり食事ができます。イタリアペルージャ
の老舗「Ristorante del sole」の姉妹店。お値段は少々
高めですがその価値有り。毎月、営業日や営業時間が異な
るためお店のFBを確認する事をお勧めします。

⑦Brighton Cafe ブライトンカフェ

通町8-1-1 ☎049-227-9917
㊡水
11：00～14：00(LO) 17：00～22：00(LO)

ガレージのような平屋造りの建物で開放感のある落ち着い
た店内。自家製のもちもちの生パスタやワインがお勧め。
サラダ、ドリンク付きのパスタランチセットがお得。ディ
ナーは「自家製極太ソーセージ」と「大海老のトマトクリ
ームパスタ」が人気。飲み放題付きのコースあり。
テラス席はペットもOK。

⑨Osteria Sato オステリアサトウ

脇田町10-9 2F ☎049-299-5788
㊡月 (月曜祝日の場合は営業、翌火曜休み)

11：30～14：00(LO) 17：30～21：30(LO)

クレアパークに隣接した建物の2階。小さなお店ですが席
はゆったりと配置されていてくつろげます。テーブルウェ
アもおしゃれで洗練されています。化学調味料は使用せず
すべてシェフ1人で手作りのこだわりのイタリアン。混み
やすいランチは予約がオススメ。

⑫HERMITAGE エルミタージュ

脇田本町22-5 ラ・ボア・ラクテB1 ☎049-243-6607
㊡無休 11：00～16：00(LO) 17：00～22：00(LO)
(日曜・祝日は終日ディナーメニュー)

テーブルに白いクロス。間隔は広く取っているので気兼ね
なく楽しめます。月曜～土曜のランチは５種類。『パスタ
ランチ』や『サラダランチ』はそれぞれ種類を選べます。
オススメは『エルミタージュランチ』。前菜・プティパス
タ・メイン・ ドルチェ・珈琲or紅茶・パンがついてお得
感あり。

⑮Cucina ta・to クチーナタト

脇田本町10-4 ☎049-247-7111
㊡月（日曜も休業の時も）

11：30～14：00(LO) 18：00～20：45(LO)

ご夫婦２人で営まれていてアットホームな雰囲気。大きな
お店ではありませんがテーブル同士も程よく離れているの
でゆったりと食事ができます。オススメはサラダ・パスタ
・デザート・ドリンクのAランチ(平日は一部を除きパスタ
大盛りサービス無料)。Bランチは「本日のおまかせメイン
料理」が加わり事前の予約が確実です。

⑥KOEDOイタリアン ルーチェ

新富町1-1-11 ☎049-226-5688
㊡不定休
11：00～14：30(LO) 17：00～23：30(LO)

小江戸野菜、小江戸黒豚、川越生まれの鶏卵を使った料理
や、COEDOビール等各種ドリンクがあります。アルデンテ
のパスタもおいしいです。『うにクリームソースのタリア
テッレ』がオススメ。ランチタイムはパン、サラダ、ドリ
ンク付きでリーズナブル。
ディナーは飲み放題付きのコースあり。

⑪フォレストの小さな贅沢
フォレストノチイサナゼイタク

仙波町2-17-1 ☎049-272-7238
㊡水
11：30～15：00 17：00～22：00

カウンター席4つと2人テーブルが6つ。お店の専用窯で焼
き上げる「ナポリ風ピッツア」が売り。ピザは大きめなの
で1枚でお腹一杯になるほどのボリューム。ピッツァ4種類
食べ放題ランチもあり。自家製のジンジャエールはパンチ
の効いた生姜と蜂蜜の甘さが程良くオススメ。

⑬Osteria La Buono
オステリアラブォーノ

脇田本町6-31 2F ☎049-241-5330
㊡不定休(主に日曜)
11：30～14：00(LO) 17：30～21：00(LO)

川越駅西口から徒歩５分の立地。店内は広々していて落ち
ついた雰囲気。ランチタイムの選べる前菜(サラダやスー
プ等)・フォカッチャ・ドリンクが付いたパスタセットは
リーズナブルでオススメです。パスタの種類は豊富で日替
わりパスタやリゾットもあり。

⑭FIGLIA フィリア

脇田本町10-20 ☎049-244-6592
㊡日・祝
月・水・金 11：30～13：30(LO) 17：30～22：00(LO)
火・木・土 17：30～22：00(LO)

外階段を上がり2階へ。店内は広くいくつかのスペースに
分かれているので気兼ねなく食事を楽しめます。大人数に
も向いています。オススメはその日によって変わるので黒
板に書かれたメニューを参考に。

⑯felicita フェリチタ

新宿1-9-6 2F ☎049-293-5432
㊡月
11：00～15：00(LO) 17：00～22：00(LO)

明るく開放感のあるお店。テーブルの配置もゆったりとし
たスペースが取られています。『ちょっと贅沢』を感じて
もらいたいと『楽しく､美味しく､リーズナブル』をモット
ーにしているとのこと。パーティやバースデープレートに
も対応。特にランチは気軽に楽しめるのでオススメ。

⑤ristorante Benino
リストランテベニーノ

田町5-5-1 ☎049-222-3959
㊡木
11：30～15：00(LO) 17：30～22：00(LO)

建物が国登録有形文化財の老舗一軒家イタリアン。店内は
品の良いノスタルジックな洋館です。パスタやピザ(平日
はドリンクサービスあり)に追加できるサラダセット(ミニ
サラダ・パン・ドルチェ1品)やスペシャリテセット(前菜
・パン・ドルチェ2品の盛り合わせ)がお得です。ランチコ
ースもあります。

⑧大黒屋 ダイコクヤ

通町24-23 ☎049-225-4439
㊡無休
11：00～14：00(LO) 17：00～23：00(LO)

照明は暗めで落ち着いた雰囲気。カウンター席もあり1人
でも入りやすい。和の食材も取り入れたイタリアン。オス
スメはピザとパスタ８種類から1つ選べて、前菜・サラダ
・ドリンク・ドルチェ付きのランチセット。ビール・ワイ
ン・日本酒・焼酎・果実酒などお酒の種類も豊富。

⑩Cucina とちの木 クチーナトチノキ

仙波町3-11-16 ☎049-227-3967
㊡不定休
11：00～14：30(LO) 17：00～20：00(LO)

店内の雰囲気は明るくカウンターの脇には大きな釜が。ラ
ンチセットは焼き立てパン・選べる前菜orサラダ・パスタ
orピッツア・ドリンクと盛りだくさん。さらに自家製スー
プや手作りスイーツのついたセットも。洗面所にマウスウ
ォッシュが置いてある配慮が嬉しい。
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