
Bakery＆Cafe Angela 
with R.O.STAR
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フェア開催期間

9.18fri.---9.30wed.

U_PLACE
〒350-1123  
埼玉県川越市脇田本町 8 番地 1
TEL.049-293-1358
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川越の新たな文化の発信拠点としてU_PLACEがオー
プンして３か月。U_PLACEと川越の魅力を地域のみな
さまはもちろん、川越にやってくる多くの観光客の方
に知っていただくために、地元の食材を使ったグルメ
フェアを開催します。初回となる今回は川越で育った
「小江戸黒豚」をテーマに、U_PLACEの人気飲食店８
店がオリジナリティあふれる限定メニューを考えまし
た。小江戸黒豚の旨味を引き出した自慢の料理はここ
でなければ味わえないものです！ “おいしい川越”を
味わいにぜひお越しください。

“小江戸黒豚”を味わえる
とびきりのグルメフェア

U_PLACE GOURMET FAIR
Autumn

詳しくは裏面へ！スタンプラリー同時開催!!
Special Event

グルメフェア情報はこちらSeptember 2020　　川越の食を楽しもう！  秋のグルメフェア

COEDO BREWERY
THE RESTAURANT

小江戸黒豚の黒酢角煮

じっくり煮込んだ黒豚の三枚肉に、二種類の中
国黒酢と川越産ブルーベリーのソースを。コエ
ドビール「白」とのペアリングがおすすめ！

¥1,100（税込）/本体価格：¥1,000 店内飲食

特定原材料  なし

※ディナーのみ
※数量限定20食

1F

小江戸黒豚グルメプレート

大野農場の黒豚の味が一度にたくさん味わえる、
お得なプレート！ ソーセージは大野農場と当
店の共同開発商品です。

¥2,200（税込）/本体価格：¥2,000 店内飲食

特定原材料  卵

※ディナーのみ

イタリアン・フレンチ
Cache Cache

1F

ソーセージ盛り合わせ

大野農場の厳選した3種のソーセージの盛り合わせ。
ジューシーな肉汁が溢れ、お酒も進みます！ おす
すめのお酒もお気軽にお尋ねください！

¥550（税込）/本体価格：¥500 店内飲食

特定原材料  なし

Standing Bar MATSUZAKI
1F

小江戸黒豚のミルフィーユ

低温でじっくり調理し柔らかく仕上げ、黒豚本
来の旨味を引出しました。茹でたキャベツと重
ね合わせた豚バラを特製ダレでご賞味ください。

¥820（税込）/本体価格：¥750 店内飲食

特定原材料  なし

和 BISTRO KATARAIYA
1F

¥3,000（税込）/本体価格：¥2,727 店内飲食

特定原材料  なし

※ディナーのみ
※数量限定5食

川越薪火料理 in the park

小江戸黒豚の薪火グリル

黒豚を薪火で豪快に焼きあげました。さつまい
もを食べて育った黒豚本来のおいしさをお楽し
みください。

2F

※やむを得ない事情により、メニューの内容が変
更になる場合もございます。ご了承ください。

※卵には鶏卵のほか食鳥類（あひる、うずらなど）
の卵も含みます。

※乳は牛乳由来のもので、ヤギや羊の乳は含みま
せん。

1 小江戸黒豚のチャバタサンド　

¥350（税込）/本体価格：¥319 店内飲食

¥350（税込）/本体価格：¥324 テイクアウト

特定原材料  卵・小麦

2 枝豆とフランクフルトのねじりチャバタ

¥300（税込）/本体価格：¥273 店内飲食

¥300（税込）/本体価格：¥278 テイクアウト

特定原材料  小麦

3 超ロングソーセージ

¥600（税込）/本体価格：¥546 店内飲食

¥600（税込）/本体価格：¥556 テイクアウト

特定原材料  乳・小麦

※超ロングソーセージのみ数量限定10本
※パン1個当たりの値段です

1F

@FARM Style

小江戸黒豚ロースハム＆
ブルーベリーチーズサンド

黒豚の脂の甘味と、濃厚チーズ、ブルーベリー
ジャムの酸味がマッチしたボリュームたっぷり
のサンドイッチをぜひご賞味ください！

¥475（税込）/本体価格：¥440 テイクアウト

※サンドイッチ1個当たりの値段です。
※フェア以降は通常価格626円（税込）/本体価格580円
にて販売いたします。

特定原材料  卵・乳・小麦

※数量限定12食

1F

フェア期間だけの限定メニュー！

U＿PLACE
Gourmet

Fair Menu

店舗の場所は、裏面のフロアマップをご覧ください。

小江戸オハナ
Moi Saitama Plus

小江戸黒豚メンチカツ

大人気のメンチカツ！ 本店では１時間に100個も
売れる人気商品。ジュワッと肉汁が染み出し、お
肉本来の旨味と甘味が感じられます。

¥280（税込）/本体価格：¥255 店内飲食

¥280（税込）/本体価格：¥260 テイクアウト

特定原材料  卵・乳・小麦

1F

豚肉やフランクフルトを使用した食べごたえ抜
群の2種のチャバタと、特注の黒豚90cmのソ
ーセージをパン生地でつつんで焼いた「超ロン
グソーセージ」、素材の味をお楽しみください！

1 小江戸黒豚のチャバタサンド
2 枝豆とフランクフルトのねじりチャバタ

3 超ロングソーセージ



※最新情報はU_PLACE公式ホームページをご確認ください。
※商品・サービス等についてのご質問は、ホームページよりご確認いただき、直接店舗へお問合せください。
※新型コロナウイルスの影響により記載内容が変更になる可能性がございます。
※店舗の改装などにより実際と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※身体障害者補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）をお連れの場合、全館ご同伴いただけます。
それ以外のペットのご同伴は、ご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。
※工事、リニューアル等のため、予告なくフロアマップの内容が変更となる場合がございます。
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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 https://u-place.jp
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←ウェスタ川越 川越駅→
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2F

13  ドラッグストア トモズ

14  セブン -イレブン

15  川越薪火料理 in the park

16  タリーズコーヒー

17  美容室 Ash

18  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

1F 1  マクドナルド　

2  ニルワナム南北インド料理

3  リンガーハット

4  和 BISTRO KATARAIYA

5  舎鈴

6  Moi Saitama Plus

7  小江戸焼鳥　大（ビッグ）

8  @FARM Style

9  Standing Bar MATSUZAKI

10  COEDO BREWERY 
THE RESTAURANT

11  Bakery＆Cafe Anɡela with 
R.O.STAR

12  Cache Cache

 エレベーター　  エスカレーター　  階段　  男子トイレ　  女子トイレ　  多機能トイレ

 こどもトイレ　  授乳室　  喫煙室　  防災センター・管理事務所　  駐車場　  駅　

1F 飲食・物販店舗

2F 飲食・物販・サービス店舗

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

5F 旭化成ホームズ㈱埼玉西支店

5F 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）

駐車場
収容台数　219台
利用時間　24時間
料金体系　入庫後1時間無料

〈入庫後1時間以降30分／200円〉

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）

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

利用時間　24時間

FLOOR GUIDE FLOOR MAP

←ウェスタ川越
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川越駅→

■■グルメフェア開催店舗

Autumn  U_PLACE GOURMET FAIR

こだわりから生まれるおいしい豚肉
　大野農場が英国系バークシャー種の
純粋黒豚の繁殖から飼育までを手がけ
ています。その知識と研究の結果から
生まれた小江戸黒豚はほかの国産黒豚
とくらべても、やわらかな食感で、加
熱調理してもとてもジューシーなとこ
ろが特徴です。また、脂肪の質がよく、
脂に甘みや香りがあり、歯切れのよい
お肉です。
　小江戸黒豚のおいしさのヒミツは飼

育方法にあります。水とエサにこだわ
り、水は秩父の山々から湧き出る地下
水をくみ上げて与えています。エサは
成長に応じて自家配合。川越名産のサ
ツマイモやミルクを浸したパンなどを
配合するなど、健康を考えて飼料を用
意しています。
　また、飼育環境は一頭あたりの飼養
密度が高くならないよう、開放的でゆ
ったりとしたスペースをキープ。抗生

物質などを一切使わずに、季節や気温
の変化に応じて環境を整え、手間ひま
とまごころをこめて育てています。
　一般的な豚にくらべ、出荷までに長
い時間がかかりますが、その時間と手
間をかけたぶん、ほかにはないおいし
さがあるのです。川越が生んだおいし
い黒豚。小江戸黒豚ならではの味をぜ
ひ、グルメフェアで堪能してみてはい
かがでしょうか。

大野農場が心をこめて育てる小江戸黒豚

　大野農場の直売店「ミオ・カザロ」
では、小江戸黒豚を使った手づくりの
生ハムやソーセージ、ベーコンなどを
ひとつひとつ丁寧に作り、販売してい
ます。豚肉本来の味を最大限に引き出
すため、手間と時間をかけて作り上げ
るハムやベーコンは合成保存料や着色
料、増量剤などを使わないことで、お肉
が持つ本来の旨みや風味が味わえます。

　まろやかな塩気とチーズのような香
りの長期熟成生ハムは、塩のみで漬け
こみ、2年間の自然熟成と1年の真空
を経て、3年がかりで完成するこだわ
りの一品。新鮮なお肉はもちろん。小
江戸黒豚の魅力をハムやソーセージな
どの加工品でもぜひ味わってみてくだ
さい。農場のすぐそばに、ミオ・カザ
オ川越の本店があります。手づくりの
ハムやソーセージの購入はもちろん、
バーベキューを楽しむこともできます。
ぜひ、遊びに出かけてみてください。

ミオ・カザロで手作りのハムやソーセージを

大野農場
直売店

ハム・ソーセージ工房ミオ・カザロ
本店　川越市谷中27　TEL 049-226-0861

蔵のまち店　川越市元町1-15-3　TEL 049-222-2861

U_PLACE1階「Moi Saitama Plus」でも、大野農場のベーコンや
ソーセージなどの加工食品の他、常温・冷凍商品をお買い求めいただけます。

September 2020　　川越の食を楽しもう！  秋のグルメフェア

感染拡大防止と、お客さまご自身の健康を守るため、ご理解・ご協力をお願いします。
●定期的に消毒をしています。●換気をしています。●入場の際は消毒をお願いします。
●発熱のある方の入場はご遠慮願います。●マスクを着用しましょう。
●「密集」「密接」「密閉」3つの密をさけましょう。
●トイレハンドドライヤーの利用中止（不特定多数の方が利用される共用トイレの「ハ
ンドドライヤー」の利用を当面の間、中止します。）

新型コロナウイルス対策推進中

Check

9.18 fri. - 9.30 wed.

グルメフェア スタンプラリー

応募方法  参加店舗備え付けの応募用紙にスタンプを集め
必要事項を記入し、ご応募ください。

応募場所  １･２Fエレベーターホール応募箱
当選発表  当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせ

ていただきます（10月下旬頃）。

応募条件  開催期間中に、U_PLACE内のスタンプラリー
参加店舗をご利用いただき、下記の条件をすべ
て満たしたお客様。

①グルメフェア対象店舗で、特別メニューをご購入いただいた方
②スタンプラリー参加店舗にて500円以上ご購入いただいた方
（グルメフェア対象店舗含む）
※①と②は別店舗利用を条件とする。

U_PLACEで使える優待券やオリジナルエコバッグが
抽選で1,000名様に当たります。グルメフェア期間中
に2店舗のスタンプを集めてご応募ください。

Special Event

オリジナル
エコバッグ
※色は選べません。

860
名様

U_PLACE
優待券

140
名様

5,000円分（40名様）
3,000円分（100名様）


