̲PLACE

調剤薬局

胃腸科

① 小江戸薬局
●

②川越消化器クリニック
●

内科

③ U̲PLACE かわごえ内科
●

飲食店舗

FLOOR MAP

2021 vol.4

物販店舗ほか

←ウェスタ川越

川越駅→

←ウェスタ川越

1F
健康増進を目的に、季節とともに
移り変わる森の情景をプロジェク
トマッピングで投影中！ ご来局
お待ちしています！

⑥
●
⑤ ●
●
③
④
●

①
●

②
●

内視鏡検査専門クリニックとして、
胃がんや大腸がんの早期発見に努
めています。大腸ではがん化の可
能性があるポリープ除去も実施。

整形外科

歯科

下肢静脈瘤

④ U̲PLACE
●
かわごえ整形外科

⑤ U̲PLACE
●
かわごえデンタルクリニック

⑥川越 TAC アソシエ
●
下肢静脈瘤膝関節クリニック

2F
Bakery＆Cafe Moi Saitama Plus
マクドナルド
小江戸オハナ
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

生活習慣病外来を中心に内科、ア
レルギー科など幅広く診療してい
ます。MRI など即紹介ができ、迅
速な治療が可能です。

U_ PLACE Information

Gourmet Market
with U_Eatery
グルメマーケット
毎月第3土曜日
10:30-14:00 定期開催

1F 広 場 に て U_PLACE 店 舗 が メ
イン出店する外販イベントを定期
開催しています。いつもと少し違
う、雰囲気・商品・料理をお楽し
みいただけます！
※掲載情報は、6月1日現在のものです。

MRI があり、上下肢のしびれ、脳
も含めた診療を行います。また、
フィットネスでみなさまの健康寿
命にも貢献していきます。

最先端の歯科医療機器を使い口腔
内の状態や年齢、生活環境に合う
治療を提供。内科や整形外科と連
携し、口腔内の健康を保ちます。

手足の血管のボコボコ治療、膝関
節の PRP 治療のほか、二重術、糸
リフト、エイジングケアを得意と
する美容外科クリニックを併設。

Cache Cache Standing Bar @FARM
MATSUZAKI Style
COEDO BREWERY
THE RESTAURANT

FLOOR GUIDE

For U_MARCHE
フォーユーマルシェ

毎月下旬頃 定期開催
※曜日、日時は内容により異なります。

川越 Farmer'sMarket 運営による
川越エリアの生産者が主に出店す
る外販イベントです。川越を愛す
る運営者が厳選した、川越産イチ
押しの商品をご期待ください！

リンガー
ハット
和 BISTRO
KATARAIYA

グルメフェア

川越東武ホテル
開催期間 6 / 18（金）- 6 / 30（水）

開催期間 6 / 4（金）- 6 / 20（日）

ご予約 03-5809-7320
（平日 10:00-18:00）

オープン 1 周年を記念し、「大野
農場の小江戸黒豚」を使用した特
別メニューを対象の店舗で提供し
ます。期間中の6/12（土）
、6/13（日）
の2日間では、くじ引きイベント
も同時開催予定です。

川越東武ホテルが6/29（火）でオ
ープンから1周年を迎えます。そ
れを記念し、U_PLACE の飲食店
舗で使用できる「お食事券500円
分」を開催期間中の宿泊者全員に
もれなくプレゼント！ 特別価格

ドラッグストア
トモズ

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

セブン - イレブン
タリーズコーヒー

COEDO KIOSK

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

駐車場 収容台数 219台

5F

1周年記念キャンペーン♪
お食事券もれなくプレゼント‼

美容室 Ash

日産レンタカー川越駅 西口店

今後のイベント情報！
祝！ 1周年記念！
Gourmet Fair 開催♫

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

舎鈴

6F FLOOR MAP

胃腸科、整形外科、内科、歯科、
下肢静脈瘤の5つの診療科と
薬局が集まっています。

川越駅→

駐車場
駐輪場

料金体系

4
3
2
1

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

3F

5
連絡通路

2F

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
R

利用時間

入庫後1時間無料
〈入庫後1時間以降30分／200円〉

駅連絡階

利用時間

24時間

料金体系

自

車：入庫後2時間無料
〈入庫後24時間／150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

1F

転

原付バイク：入庫後1時間無料
〈入庫後24時間／250円〉

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

U_PLACE

で部屋数限定の宿泊プランもご用
意しています。1周年の感謝をこ
めて、快適なご宿泊となりますよ
うスタッフ一同、心よりお客様の
ご利用をお待ちしております。

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
表紙イラスト 上坂じゅりこ

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

南北インド料理

ニルワナム 南北インド料理

ハンバーガー・レストラン

マクドナルド

長崎ちゃんぽん

リンガーハット

和ビストロ

和 BISTORO KATARAIYA

ブルワリー直売所

ブルワリー・レストラン

ベーカリー・カフェ

COEDO KIOSK

COEDO BREWERY
THE RESTAURANT

Bakery ＆ Cafe Angela
with R.O.STAR

イタリアン・フレンチ

行政サービス

Cache Cache

川越市民
サービスステーション

カシュ カシュ

レンタカー

銀行

日産レンタカー 川越駅西口店

埼玉りそな銀行
川越支店・川越南支店

和

B I S T RO KATA R A I YA

南インド、北インド料理のお店。
ランチはビュッフェ、ディナーは
アラカルトに加え、お得なセット
メニューを提供しています。

来店される全てのお客様に安全・
安心を守る取り組みと最高のお食
事体験の提供をめざしています。

中華そば・つけめん

食のセレクトショップ

舎鈴

しゃ りん

Moi Saitama Plus

日本の野菜をおいしく食べる、全
国約700店を展開する長崎ちゃん
ぽん専門店。野菜、麺・餃子の小
麦粉は100％国産です！

旬の食材や鮮魚を使った和食中心
の居酒屋。刺身や天ぷらなどの定
番メニューも豊富！ ランチは16
時まで注文できます。

和食

中華料理

Moi Saitama Plus
小江戸オハナ

3F〜5F・7F は、銀行や
行政サービス、ホテルなど
暮らしに役立つ施設が
入っています！
コエドブルワリーが運営する直売
所。樽生ビールをグロウラーやペ
ットボトルに充填してお持ち帰り
できます。

コエドビール発祥地、川越でブル
ワリーのある街づくりをめざして
います。ビールのおいしさや楽し
さを体感できるレストランです。

蒸し鶏のねぎ塩サンド￥250＆15
種の野菜サンド￥250が大人気‼
アイスコーヒー M ￥110とご一緒
にいかがでしょうか。

メニューが新しくなり、ご家族で
も利用しやすくなりました。ぜひ
お気に入りの一品を探しに足を運
んでみてください。

ありがとう
U_ PLACE１周年

ぎょうざの満洲 小江戸館

数多くの日産車を取り揃えていま
す。話題の電気自動車リーフやセ
レナ e-POWER など、新感覚のドラ
イブをお試しください！

地域のお客様の困りごとや社会課
題を起点に、スピード感ある行動
を通じて最良の金融サービスを提
供していきます。

銀行・ATM

事務所

会員制シェアオフィス

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

旭化成ホームズ㈱ 埼玉西支店

U̲LABO

日本年金機構 川越年金事務所

「いのち」を守り抜く、
「くらし」
を育む、
「人生」に寄り添い続ける。
ALL for LONG LIFE ヘーベルハウス。

4月1日より利用開始。個別の執
務室に加えラウンジや会議室も完
備しています。お気軽にお問合せ
ください！

私たち日本年金機構は、お客様の
立場に立ったサービスを提供いた
します。

美容室

スポーツクラブ

ホテル

川越東武ホテル

和モダンをコンセプトとした客室
は全168室。ダブル・ツインをメ
インにトリプルルームも完備。観
光やビジネスにご利用ください。

住民票の証明発行などを行う「川
越駅西口連絡所」のほか、「福祉
総合相談窓口」
、
「川越しごと支援
センター」で構成された施設です。

年金事務所

今年の6月で1周年を迎える U_PLACE。
全店舗・施設をご紹介します！
特製中太麺と動物系の旨味のしっ
かりしたつけダレがよく絡むつけ
麺です。1度食べたらやみつき、
毎日食べたい味をめざしています。

スパイシーでコクがあり、体に優
しい大人のカレールウが上尾市の
井上スパイス工業から新規取り扱
いとして登場しています。

ジュースバー

スタンディングバー

@FARM Style

Standing Bar
MATSUZAKI

豊洲市場で買い付けたふっくらジ
ューシーな鰻を川越らしい甘辛ダ
レで焼き上げました。玉子焼きと
の相性も抜群！ 期間限定販売。

● 1F ● 2F ● 3F ● 4F ● 5F ● 6F ● 7F

「おいしい餃子で人々を健康で幸
せに」がスローガン。生餃子がお
得な特売日は毎週月・木曜日。プ
レミアム餃子も販売中です。

※掲載情報は、6月1日現在のものです。

ドラッグストア

コンビニエンスストア

薪火グリル

ショップに関する
詳しい情報はこちら

カフェ

土日祝日も個人のお客さまの住宅
資金や資産運用などのご相談を承
ります。お気軽にご相談ください。

ドラッグストアトモズ

セブン - イレブン

川越薪火料理 in the park

タリーズコーヒー

美容室 Ash

ダンロップスポーツクラブ
ジムスタイル24川越

医薬品をはじめ、化粧品や生活雑
貨などの身の回りの商品が揃うド
ラッグストア。各種医療機関の処
方箋も受け付けています。

地域の暮らしに溶け込んで、新し
いおいしさ、うれしさを次々と提
供していく……。そんなお店をめ
ざして邁進していきます。

地元埼玉でとれるローカル素材を
店舗中央の薪火グリルで豪快に焼
き上げます。本格的な薪火料理を
お楽しみください！

シアトル発祥のスペシャルティコ
ーヒーショップ。1杯1杯手作り
の本格的なコーヒーと寛ぎの空間
を提供しています。

大手有名サロンが川越にオープ
ン！ TOP スタイリストが終結し
たハイクオリティサロンです。美
髪・艶髪で最高の仕上がりに！

自分をもっと楽しむために！ お
うち時間が続き、体を動かしたく
なってきませんか？ わたしたち
は新しい生活を応援します！

アッシュ

1F〜2F は
和食から洋食まで
様々な飲食店や
物販のお店が大集合‼
いちご狩りのアットファーム直送
のいちごをたっぷり使った「削り
いちご」を今年も販売。甘酸っぱ
くてやみつきになる味をぜひ！

全国の厳選された銘酒約70種類
や果実酒、スピリッツなどを扱い、
販売と試飲（有料）を行っていま
す。気軽に立ち寄れるお店です！

