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For U_ MAR
CHE vol.2を開催！
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2F
川越薪火料理
in the park
埼玉りそな銀行
川越住宅ローンご相談プラザ・
セブンデイズプラザかわごえ・ATM

リンガー
ハット
和 BISTRO
KATARAIYA

ドラッグストア
トモズ

舎鈴

昨年の12月に初開催した 喜び親しみ For U
MARCHE 。たくさんの方に足を運んでい

Cache Cache Standing Bar @FARM
MATSUZAKI Style

ただき、楽しい場となりました。次回も前回
同様、正面広場にテントを張り、U_ PLACE

COEDO BREWERY
THE RESTAURANT

美容室 Ash

COEDO KIOSK

セブン - イレブン
タリーズコーヒー

内にあるお店が出店します。

U_ PLACE Information

FLOOR GUIDE

開催日 3月27日（土）
時間 10:30 ‑14:00 小雨決行・大雨中止

3F 川越市民サービスステーション
4F 埼玉りそな銀行 川越支店・川越南支店

8 –11 F

日産レンタカー川越駅 西口店

場所 U_ PLACE 正面広場

7F

5F 旭化成ホームズ ㈱ 埼玉西支店

6F

日本年金機構 川越年金事務所

6F U_PLACE MEDICITY
7F ダンロップスポーツクラブ ジムスタイル24
7F 〜11F 川越東武ホテル（フロント7F）

U_LABO

小江戸プレミアム付商品券で
お得に U_ PLACE を楽しみましょう‼
1F

川越市で昨年発行した「越えていこう、川越
小江戸プレミアム付商品券」は今年の5月6
日までが使用期間。U_ PLACE の多くの店舗
でもご利用可能です！
※詳細については各店舗、もしくは
川越市プレミアム付商品券事務局まで。
TEL 049-236-3300（平日9:00 ‑17:00）

和 BISTRO KATARAIYA
Moi Saitama Plus（A 共通券：1,000円券のみ使用可能）
ぎょうざの満洲 小江戸館
＠ FARM Style
Standing Bar MATSUZAKI
COEDO BREWERY THE RESTAURANT
Bakery ＆ Cafe Angela with R.O.STAR
イタリアン・フレンチ Cache Cache

駐車場 収容台数 219台

5F

料金体系

駐車場
駐輪場

駐輪場 収容台数 自転車：1,590台／原付バイク：154台／その他二輪：45台

R

3F

5
3
2

24時間

※店舗利用での無料延長サービスがございます。
（一部店舗を除く）

4F

4

利用時間

入庫後1時間無料
〈入庫後1時間以降30分／200円〉

連絡通路

2F

駅連絡階

1F

1

利用時間

24時間

料金体系

自

転

車：入庫後2時間無料
〈入庫後24時間／150円〉

原付バイク：入庫後1時間無料
〈入庫後24時間／250円〉
その他二輪：入庫後1時間無料
〈入庫後24時間／350円〉
定期利用
定期代

自転車定期券は場内販売機で購入。更新機もあります。
1ヶ月 2,800円

3ヶ月 8,400円

6ヶ月 16,800円

※施設利用者様以外でも定期のご利用が可能です。

新型コロナウイルス対策とお願い

2F

U_PLACE
防災センター・管理事務所
〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町8番地1
TEL.049-293-1358

ドラッグストア トモズ
セブン - イレブン
タリーズコーヒー
表紙写真 新河岸川

発行 株式会社ウニクス

https://u-place.jp

印刷 株式会社櫻井印刷所

KAWAGOE に。あなたに。+U

うららかな春︑
おいしい春

Bakery＆Cafe Moi Saitama Plus
マクドナルド
Anɡela with
R.O.STAR ぎょうざの満洲
ニルワナム
南北インド料理
小江戸館

身近な春を探しに……

川越桜めぐり

@FARM Style

Standing Bar MATSUZAKI

COEDO BREWERY THE RESTAURANT

イチゴサンド

マツザキ厳選、春の季節酒

春キャベツと川越豚の回鍋肉
1,100円（税込）

748円（税込）

小江戸の春を美しく彩る桜。3月のお彼岸頃

お団子

から4月にかけて、市内ではしだれ桜やソメ

角大師

イヨシノなど、さまざまな桜が順を追って開

境内の脇にある松山商店
の名代焼き団子は地元で

喜多院では、川越のお大
慈恵大師良源上

様子を写した魔除け・疫

れん けい じ

病除けの護符（お札）を

一番街近くのお花見スポット蓮
馨寺。境内にはソメイヨシノが
咲き、満開時の美しさは必見。

頒布。

川越大師 喜多院

新河岸川（川越氷川神社裏）

かわごえだいし きたいん

県指定有形文化財の多宝塔とソ
メイヨシノ。しだれ桜は一足早
くお彼岸頃から見られる。

しんがしがわ

札の辻
市役所前

す。数に限りがあります。

三番町

号

伊佐沼入口バス停から徒歩約5分
写真提供／（公社）小江戸川越観光協会

春香 !! 焼竹の子＆そら豆 !!
1,070円（税込）

1,050円（税込）

おいしく焼き上げた旬の竹の子とそ
ら豆が楽しめる。竹の子は特製土佐
醬油と木の芽味噌、そら豆は岩塩で。
数量限定で5月末まで提供。

25 4

川越駅よりバスで約15分。

和 BISTRO KATARAIYA

国道

川越駅より徒歩で約18分

テイクアウト

メニューが変更になる可能性
があります。
販売期間や個数については各
店舗にお問い合わせください。

Shop 情報はこちら

さくらあんぱん

桜餅あんぱん

180円（税込）

200円（税込）

食パンの生地で桜あんを包んだあん
ぱんと桜あんと餅を包んだおやき風
のあんぱん。ともに1日16個限定で
4月中頃まで販売。

16号

中院

川越市伊佐沼584

国道

通町

駅
越
川

川越市小仙波町5-15-1

クレアモール

沼を囲むようにソメイヨシノが
咲く、お花見の人気スポット。
約600m の桜並木は圧巻。

本川
越駅

境内には数種類の桜があり3月
になると順番に開花。樹齢100
年を超えるしだれ桜が有名。

いさぬま

駅
市
越
川

伊佐沼

てんだいしゅうべっかくほんざん なかいん

喜多院

蓮馨寺

松江町
連雀町

天台宗別格本山 中院

4号

※お守りの柄は全 3 種類で

25

菓子屋横丁

イートイン

Bakery&Cafe Angela with R.O.STAR

伊佐沼

氷川神社前バス停から徒歩で2分

川越氷川神社

川越駅より徒歩で約20分

祈願した「さくらいろ守
り」をこの時期に頒布。

川越駅からバスで約10分。

新河岸川

川越市小仙波町1-20-1

のように運が開くように

「海の宝石」と呼ばれる旬の桜エビ
と春野菜の代表格、菜の花をたっぷ
り使ったピザとパスタ。ディナータ
イムのみ、3月31日まで提供。

蔵の街

川越市宮下町2-11-3

氷川神社では、満開の桜

各1,320円（税込）

道

※写真は、過去の春まつりのものです。

川越氷川神社お守り

桜エビと菜の花のピザ

国

神社裏の新河岸川では約500m
に渡りソメイヨシノが咲き、お
花見や散歩をする人で賑わう。

桜エビと菜の花のペペロンチーノ

川越駅より徒歩で約20分

柔らかい春キャベツと厚切りの川越
豚のバラ肉を自家製醤で炒めた絶品。
1日10食限定で6月頃まで提供。

※銘柄によって価格が変わります。

心躍る春がやってきました。U̲PLACE
内にあるお店でも、春ならではのおいし
いものが充実！ 花より団子 自慢の旬
の味をぜひご堪能ください！

Cache Cache

川越市連雀町7-1

春におすすめの日本酒を4本ピック
アップ。商品は順次入れ替わり、商
品はなくなり次第終了。

旬を味わう！
春のおいしいもの

蓮馨寺

が夜叉の姿になった

N

16
号

人

道

師さま

ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。

甘酸っぱい自社栽培の旬のイチゴと
クリームがよく合う、見ても食べて
も大満足の一品。数量限定で4月末
頃まで販売。

も人気！ 1本90円（税込）
。

小江戸オハナ（Moi Saitama Plus 内）

Moi Saitama Plus

特製弁当 春の訪れ
（合鴨コンフィ）

花園養蜂場 国産天然はちみつ
1,944円（税込） 「山桜」150g 1,290円（税込）

埼玉県産のコシヒカリと十五
穀米に合鴨のコンフィを敷き
詰め、フォアグラや竹の子を
添えた贅沢なお弁当。

わずかな量しか採れない貴重な
はちみつ。ほんのりさくらの香
りをお楽しみください。使いや
すいスタンドパウチ容器入り。

川越堂（Moi Saitama Plus 内）
桜餅アイス
308円（税込）

302円（税込）

桜のほのかな香りが楽しめる、
もち米入りの餡を混ぜ込んだ
もっちりとした食感のアイス
クリーム。

※特製弁当 春の訪れ の販売期間は3月17日（水）〜5月5日（水）までです。予約販売となりますので、受け取

国

花していきます。心躍る素敵な桜スポットへ、

1杯 440円（税込）〜

734円（税込）

南 古谷駅

り3日前までにご予約ください。

