このマップはスタッフが独自に製作しました。スタッフの一言は、あくまで紹
介者個人の感想です。営業日・営業時間などは変更になる場合もありますので、
各店舗にお問い合わせください。情報は 2020 年 11 月現在のものです。
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お店情報

① 四季の膳・さつまいも料理えぷろん亭 ②話処 陶路子(とろっこ)

③料亭 山屋

元町 2-1-19

休 不定休
幸町 7-1 049-226-1065 □

休 不定期(月 4～5 回)
幸町 11-2 049-224-0048 □

11：30～売切れまで

11：45～15：00(なくなり次第終了)

11:30～13:30(ランチは平日のみ 売切れ次第終了)

趣のある店内は歴史がありながらも手入れがしっかり

隣接の「陶舗やまわ」は明治終わり頃からの老舗の陶器

行き届いた端正な造りの庭園も味わいのひとつ。喫茶室

とされていて心地よいです。2 階席はゆったりくつろげ

屋で、建物は 1893 年に建てられた市指定有形文化財。

のランチは合い席、料亭のランチは完全個室の予約制。

ます。季節ごとにさつまいもの御膳や、ゆばの御膳が期

『さつまいもミニ懐石』は料理 10 品がすべてさつまい

リーズナブルなかごめ弁当(予約不可)も季節感ある色

間・数量限定で提供されます。テイクアウトのみの日も

もを使用していて、様々な味や食感を楽しめます。予約

鮮やかな料理が並び、八寸・お造り・炊き合わせ・小鉢・

あるため問合せてからの来店がおすすめ。

がおすすめです。

ごはん・香の物・お吸物と楽しみながらいただけます。

④浪漫茶房 右門

⑤和創菜と四季のすし 風凛

⑥四季彩料理 五識

休 年末年始
幸町 1-6 049-225-6001 □

休水
仲町 6-4 049-222-0231 □

休 月・年末年始・お盆
仲町 10-7 049-226-2001 □

11：00～芋おこわが無くなり次第終了

11：30～15：00(L.O.14：00) (土日祝のみ～L.O.14：30)

11：30～L.O.14：00

大正時代の商家で芋おこわ料理をいただける専門店。

大正 4 年建造の市指定有形文化財「旧田中屋」を改装し

一番街の賑わう通りから少し脇の通りにたたずむ、品の

1 階奥にはテーブル席が並び、2 階はテーブル席と畳の

た隠れ家的なお店。細い路地を入った所にあります。情

良いお店。

部屋で蔵造りの町並みが見下ろせる席も。

緒ある庭を眺めながらゆったりとお料理をいただけま

ランチでは、リーズナブルにお刺身や天ぷらの定食がい

『町家の膳』はカゴの中には芋おこわ。お重の中には鰻

す。12 種の魚介が入った『海鮮丼』の他、
『バラちらし』 ただけます。落ち着いた店内と素材の良さを感じさせる

と煮物、香の物。けんちん汁もついて食べ応えあり。

『握り鮨』等やランチ限定『小江戸コース』もあり。

味に、夜にも再来したいと思わせる魅力あり。

⑧大黒屋食堂

⑨家庭料理お食事処 花むすび

⑩小江戸蔵里まかない処八州亭

休 水・木(臨時休業あり)
仲町 5-2 049-227-3290 □

休 木・日
連雀町 22-18 080-4693-2829 □

休 無休※臨時休館日あり
新富町 1-10-1 049-228-1785 □

11：00 頃～18：00(定食はお米がなくなり次第終了)

11：30～14：00

月～土 11：00～15：00(L.O.14：30)

店内に飾られた作家の手作り雑貨は購入も出来ます。

三井病院にほど近い住宅街にある隠れ家的なお店。

大正初期の酒蔵の趣をそのままに、天井も高く広い空間

美味しい魚の入荷にあわせ日替わりで変わる定食はリ

サイズを選べる『けんちん汁』は 12 種類の具材でボリ

でゆったりとくつろげる雰囲気です。

ーズナブルな価格なのに吟味されていてほっとする味。

ュームがありながらリーズナブル。
『スパムおにぎり』

ランチでは三元豚や地産の食材を使った定食も頂けま

お米の味に定評があり、
「ご飯が多かったら言ってくだ

も大きめでピリ辛の深谷ねぎの味噌があとを引きます。

す。席数も多いので大勢での利用も可能です。

さいね」との心遣いも嬉しい。

持ち帰りも可能です。定食・丼ものあり。

リーズナブルな平日限定ランチやセットもあり。

⑪天婦羅 てんぬま

⑫小江戸 オハナ-ohana- 本店

⑬郷土ぐるめ 開運亭

休日
西小仙波町 1-14-1 049-225-0012 □

休 不定休(Twitter でお知らせ)
仲町 2-2 049-225-1826 □

休 月・第 3 火・年末年始
幸町 2-10 2F 049-223-3335 □

11：00～14：00(L.O.13：30)

11：00～16：30(L.O.16：00）

11：00～L.O.19：00

喜多院の裏手、大通りから少し入った閑静な場所にある

本店は蔵のイメージの店。卵料理専門店で『極上親子丼』 一番街で元気なメニューボードに目を引かれる郷土料

天ぷらのお店。数量限定の「彩り御膳」は天ぷら・刺身・

や『貴婦人の卵サンド』などが頂けます (本店は食事の

理のお店。川越名物太麺やきそばはソース味の『小江戸

焼き物・ご飯にお味噌汁などが楽しめます。また、どん

み、持ち帰りはなし)。丸広百貨店地下に持ち帰り専門

れとろ』の他にしょうゆ味で轟屋の鶏節の乗った『和風

ぶりからはみ出る大きさの穴子が乗った天丼は満足の

店と川越駅西口 U_PLACE 内に食事と持ち帰りのお店が

とりぶし』もあり。多種にわたる御膳はやさしく懐かし

一品。手作りのデザートやドリンクもぜひ。

あります。

い味わいです。

⑭とうふ処 近長商店

⑮海鮮料理 近長魚店

⑯居食屋 とりせい

休 水・木
幸町 6－10 049-222-0174 □

休水
幸町 6-11 049-222-0818 □

休 不定休
幸町 14-2 049-226-5788 □

11：30～15：00

11：30～16：00(L.O.15：30)

11：00～L.O.14：00（土・日・祝のみ～L.O.15：00）

店内は 3～4 組入れる程の広さではありますが、身体に

中はカウンターと小上がりがあって、空いていれば好き

時の鐘の真正面、引戸を開けると広い玄関と階段とフロ

優しいお豆腐づくしのランチを食べられます。女性がい

なほうを選べます。

ア、廊下が。テーブルごとに仕切りがあり気兼ねなく、

ただくのにちょうどいい量です。

味噌汁、小鉢、お新香つきの丼や定食は種類があり、海

中庭の眺めも楽しめます。

隣の売店で、おからドーナツやお豆腐、がんもどきなど

の幸を美味しく食べられます。丼は女性でも完食出来る

名物の『鶏モモ肉のきじ焼き丼』や『鳥釜飯定食』他、

のお土産も購入できます。

量で、『THE・海鮮丼』が人気です。

豊富な鳥料理のメニューがあります。

⑰川越 幸すし

⑱すき亭 吉寅

元町 1-13-7

休月
元町 1-9-3 049-222-0102 □

休 月・年末年始・不定期
049-226-3370 □

休 不定休(HP に記載)
049-224-0333 □

(祝日は営業 翌日休み)
み)

11：30～15：00(L.O.14：00)（土・日のみ～L.O.14：30） 11：30～15：00

(祝日は営業・翌日休みの場合あり)

明治 11 年創業。気軽に利用できる「二階和食堂」の様

明治 10 年創業。料亭個室席とレストランテーブル席が

式では座敷と椅子席、お庭が見下ろせるカウンター席も

あります。レトロモダンなレストラン席では黒毛和牛す

あります。江戸前握りや和食が味わえ、メニューも多く

き焼きをリーズナブルにいただける重箱弁当『城下町定

用意されています。他にも「鮨カウンター」「奥座敷」

食』や、明治時代からの『ビーフカレーライス』や『牛

の様式もあり本格的な老舗の味も堪能できます。

タンのシチュー』などがいただけます。

☆時間帯はランチメニュー提供の目安時間を掲載しています。
売り切れ次第終了のお店もあります。ご了承ください。
☆記載の時間とは別に夜営業のあるお店には
「ディナータイムあり」のマークをつけました。

☆ディナー対応は予約の場合のみのお店もあるので
詳細は各店舗にお問い合わせください。

