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沿線花スポット
沿線のお花を楽しめるスポットをご紹介します。

チューリップや藤など、春のお花観賞にでかけましょう。
日に日に暖かくなり、おでかけの機会も増える季節。ステキなお店で
ちょっと贅沢なランチを味わう、優雅なひと時を過ごしませんか？

大宮花の丘農林公苑

大宮駅からバス「清河寺」バス停下車、徒歩約20分
苑内には広大なお花畑があり、春には
チューリップがいっせいに開花。お花畑
や花の丘を中心に、地面を埋め尽くすよ
うに咲く赤や黄色のチューリップが楽し
めます。
また、花の食品館では地元野菜
を使った料理も堪能できます。
∏埼玉県さいたま市西区西新井124
（4月〜9月）
7:30〜19:00
¨夏時間
冬時間
（10月〜3月）
8:00〜18:00
‰無休 ˇ入場無料
（大宮花の丘農林公苑）
Ô048-622-5781

チューリップの見頃：4月上旬〜中旬
ボタン・シャクヤクの見頃：4月下旬〜5月上旬
ポピーの見頃：5月上旬〜下旬

藤花園〜牛島の藤〜

藤の牛島駅より徒歩約10分

ACCESS

大宮駅から徒歩約3分

ACCESS

中国料理 瑞麟
四季折々の食材を使い、上海料理
を中心とした本格的な中国料理
が楽しめます。季節ごとに各地の
素材を取り寄せたフェアも開催。
落ち着いた雰囲気の店内で、野菜
中心の身体に優しいメニューをい
ただきましょう。

穏香 柏西口店

∏埼玉県さいたま市
大宮区桜木町1-7-5
¨11：00〜21：30
‰無休
ˇ栃木ランチ3,240円
（3月〜4月限定）
ほか
※サービス料別
Ô048-647-3300（パレスホテル大宮）

ACCESS

大宮駅から徒歩約3分

MARE di SAKAI
産地直送や築地から仕入れた新
鮮な魚介を使ったイタリアンが楽
しめるお店。大宮で人気の寿司店
「すし堺」の系列店です。落ち着い
た雰囲気の店内でこだわりの海
の幸をゆっくりと味わうひと時を。

冊子を提示でお得なクーポン

お食事のお客様に
ワンドリンクプレゼント

〈有効期限：2018年6月30日まで〉

ACCESS

柏駅から徒歩約3分

∏埼玉県さいたま市大宮区
桜木町1-4-5
¨ランチ11:00〜14:00、
ディナー17:00〜23:00
（土曜日11:00〜23:00、
日祝日12:00〜22:00）
‰無休
ˇお昼のランチコース3,000円ほか
Ô048-729-5557

大宮駅から徒歩約3分

かいせき あづま路
妥協しないこだわりの食材を使ったかいせ
き料理が味わえるお店。手打ち蕎麦や旬の
魚介料理、地場野菜料理など、多彩なメ
ニューがそろっています。丁寧に作られた
逸品をゆっくりと堪能してください。
∏埼玉県さいたま市大宮区宮町1-19
¨ランチ11：30〜14：00、
火〜金曜日17：30〜22：30（金曜日は23：00まで）
土曜日17：00〜22：30 ※日曜日は11：30〜16：00のみ
※混み合いますので事前の予約を
冊子を提示でお得なクーポン
おすすめします。
お食事のお客様に乾杯ビールサービス
‰月曜日
（ディナータイム限定。
グラス生ビール、1グループ4名様まで）
ˇ週替わりランチ1,230円、
〈有効期限：2018年6月30日まで〉
夢千代膳2,050円ほか
Ô048-645-6465

各地から直接仕入れた魚や自家製
野菜など、厳選されたこだわりの食
材を使った会席料理が自慢です。あ
たたかい風合いの木目を基調とした
店内が特徴。平日限定の「黒毛和牛
陶板焼き付き特別会席 香（かおり）」
が人気です。

ACCESS

ACCESS
冊子を提示でお得なクーポン

お食事のお客様に
季節の食材一品サービス

（予約限定。
ご予約の際前日までにお伝えください）

〈有効期限：2018年6月30日まで〉

∏千葉県柏市旭町1-11-17 パンスターチスビル1F
ディナー17:30〜23:00
¨ランチ 11:00〜15:30、
日曜日・祝日は22：00まで※最終入店は閉店の1時間前
‰無休 ˇ昼席 萌会席2,160円、茜会席3,564円ほか
Ô04-7142-7240

※料理写真はイメージです。
献立は3週間程度で季節ごとに変わります。

柏駅から徒歩約3分

船橋駅から徒歩約4分

冊子を提示でお得なクーポン

スペイン料理
タベルナカディス

旬の食材を取り入れたスペイン料理が魅力の
お店。新鮮な魚介類とじっくり煮込んだブイヨ
ンの旨味たっぶりの豪快なパエリアが人気！パ
エリアをメインにしたランチコースは40分程時
間がかかるので予約がおすすめ。

ACCESS

（1グループ4名様まで）

〈有効期限：2018年6月30日まで〉

∏千葉県船橋市本町4-4-7船橋NTビル2F
¨ランチ 11:30〜14:00（コース料理L.O.13：30）
ディナー17:00〜22:30
（L.O.22：00、
日祝日のみL.O.21：00）
‰不定休 ※日・月曜日のランチはお休み
ˇランチコース1,900円〜 Ô0474-25-1972

船橋駅から徒歩約9分

毎日、粉から手ごねで仕込んでいる
生地を500度以上の薪窯で丁寧に
焼き上げるピッツアが名物です。サ
クサク＆モチモチとした食感が美味
しい焼き立てのピッツアを頬張れば
幸せな気分になれます。

お食事のお客様にwelcome drink 1杯サービス
〈有効期限：2018年6月30日まで〉

ACCESS

∏千葉県柏市東上町2-2
（L.O13:00）
、
ディナー17:30〜22：30
（L.O.21:00）
¨ランチ 11:30〜14：30
※混み合いますので事前の予約を
冊子を提示でお得なクーポン
おすすめします。
第2火曜日
‰月曜日、
お食事のお客様に
（祝日の場合は翌火曜日）
桃まんじゅうサービス
ˇランチセット2,160円など
〈有効期限：2018年5月31日まで〉
Ô04-7164-5211

ネモフィラの見頃：4月中旬〜5月上旬
ボタンの見頃：5月上旬〜中旬
バラの見頃：5月中旬〜6月上旬
アジサイの見頃：6月上旬〜下旬

逆井のカタクリ群生地
房総の魅力500選に選ばれたカタクリ
の群生地です。
自然のままに咲く紫紅色

冊子を提示でお得なクーポン

のかわいらしい花を、1週間ほど観賞す

お食事のお客様に、
次回ご来店時デザートピッツア
Ｓサイズプレゼント

ることができます。
よく晴れた日のお昼
ごろが見頃。斜面を埋め尽くす可憐な
花をお楽しみください。

〈有効期限：2018年6月30日まで〉

船橋駅から徒歩約4分

冊子を提示でお得なクーポン

お食事のお客様、会計より5％OFF

（値引き上限5,000円まで。
現金会計に限ります。仕出し・外商等不可）

〈有効期限：2018年7月31日まで〉

∏千葉県船橋市本町1-12-12
¨平日11：30〜22：00 ※休憩時間14：00〜16：30まで
（日・祝日は21：00まで、
L.O.は閉店の30分前）
‰水曜日 ˇ特鰻定食3,456円ほか Ô047-433-3131

※価格は全て税込みです。※写真は全てイメージです。※クーポンはご注文前にご提示ください。※クーポンによるサービスは、各店舗につき1回までご利用可能です。※本クーポンは他の割引サービスや特典とは併用できません。※クーポンのサービス内容についてご不明な点は、各店舗にお問い合わせください。

折々の花が約700種楽しめるほか、イングリッ

∏千葉県野田市清水906
（受付終了は16:00）
¨9:00〜17:00
ˇ5・6月 大人800円 小中学生 300円 シルバー750円
4・10月 大人500円 小中学生200円 シルバー450円
3・9月 大人300円 小中学生 無料 シルバー250円
（清水公園）
Ô04-7125-3030

ふなばし 稲荷屋

中国古来のさまざまな技法
をもとに、素材の持ち味で
ある
「旨味」や「香り」を引き
出し、独特の「醤（ジャン）」
で 仕 上 げた香り豊 かなメ
ニューがそろいます。
シェフ
の技が 光る進 化した中 国
料理を堪能してはいかが。

清水公園内にある
「花ファンタジア」では、四季

逆井駅から徒歩約10分

ACCESS

中国料理 文菜華

清水公園「花ファンタジア」

頃を迎えます。

∏千葉県船橋市湊町2丁目5-19
¨ランチ 11:30〜14:30（L.O.14：00）
ディナー17:30〜22:00(L.O.21：00）
‰月曜日※月に1度連休あり
ˇランチAコース1,200円
（スープ・サラダ・前菜・ピッツア・パスタ・
デザートピッツア・
ドリンク付き）
ほか
※要予約（2名より予約可）
Ô047-406-3719

柏駅から徒歩約8分

清水公園駅から徒歩約10分

また、5月中旬になると約1,300株のバラが見

ボリュームたっぷりの和牛あらびきハンバーグが
美味しいお店。自家製デミグラスソースが自慢で
す。
ビーフシチューやステーキなどこ
だわりの牛肉メニューもオススメ。
17時までランチOKです。

（グラスワイン赤or白、
角ハイボール、
コーヒー、
紅茶、
ウーロン茶、
オレンジジュースから選べます。
ディナータイム限定。
お一人様一杯まで）

藤の見頃：4月下旬〜5月上旬

シュガーデンでは、ハーブなども観賞できます。

コンパーレ・コマーレ

冊子を提示でお得なクーポン

∏埼玉県春日部市牛島786
（金）
〜5月6日
（日）
8:00〜18:00
¨4月20日
‰開園期間中無休
ˇ大人 1,000円
子供 500円
（4歳以上小学生まで）
（有限会社藤花園）
Ô048-752-2012

お食事のお客様に
プチデザートサービス

洋食 赤かぶや

∏千葉県柏市柏２-１０-２
The Kashiwa Tower１階
¨ランチ 11:00〜17：00、
ディナー17:00〜23:00
（L.O.は閉店の1時間前）
‰水曜日
ˇお得な和牛ハンバーグコース
1,998円ほか
Ô04-7164-8145

牛 島の藤は樹 齢 1 2 0 0 年 余りといわ
れ、国の特別天然保存木にも指定され
ています。総面積約700㎡にもおよぶ
藤棚に花が咲きそろう様子は美しい光
景です。庭園ではツツジやアヤメ、老松
などの花木が趣を添えます。

創業慶応元年という老舗の日
本料理店。船橋が成田街道の
宿場町であった頃から、江戸
前の魚と房総の海や山の幸を
使った料理を提供してきまし
た。伝統を受け継ぐ職人たち
が作る和食は逸品です。

∏千葉県柏市逆井716,719
¨終日開放
ˇ無料
（柏市役所文化課）
Ô04-7191-7414

カタクリの見頃：〜4月上旬

船橋駅からバス「県民の森」バス停下車徒歩約5分

ふなばしアンデルセン公園

常時約100種類・5万株の草花が咲くアンデル
セン公園は、遊具も充実しており大人も子供も
楽しめるのが魅力。中でも花の城ゾーンにある
“花めいろ”は子供に人気のスポットです。親子で
参加できる体験プログラムも開催中。
∏千葉県船橋市金堀町525
¨9:30〜16:00／4月8日〜10月31日の土曜・日曜・祝日
3月20日〜4月7日、6月15日、7月20日〜8月31日の全日は9:30〜17:00

（祝日、
春・夏・冬休み期間は開園）
‰月曜
高校生600円、
小中学生200円、
ˇ一般900円、
4歳以上100円
（ふなばしアンデルセン公園）
Ô047-457-6627

チューリップの見頃：4月上旬〜下旬
マーガレットの見頃：4月上旬〜5月下旬
ポピーの見頃：4月下旬〜5月下旬

