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TAVERNA DEL SOLE

 住所

埼玉県川越市久保町8-9 

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

12：00～14：00（L.O）  18:00～21：30（L.O） 

定休日

不定休

予約

   049-299-7772 

Arigat-EUレシピ
コテキーノ・モデナIGPとレンズ豆のペンネリガーテ  フォンティーナ ヴァッレ・ダオスタチーズのグラタン仕立て

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.919688,139.488318,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.919688,139.488318&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.facebook.com/tavernadelsole


TRATTORIA STORIONE.ットリア・ストリオーネ

"店名の“Storione”は、イタリア語で「チョウザメ」を意味する言葉です。当店は日本でも唯一の“国産
チョウザメと自家製キャビア”をテーマにしたイタリアンレストラン。数々の一流店で腕を磨いてきた
シェフがつくる、チョウザメ＆キャビアのイタリアン。チョウザメとキャビアをもっと身近に感じて頂

きたいとの想いから２０１７年７月にオープン。 "

 住所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１−１７５KGビル１F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

営業時間

Pranzo11:00〜14:00(L.O)
Cena17:30〜22:00(L.O)
日祝17:30〜21:00(L.O)

定休日

・定休日 不定休(年末年始12月30日〜1月4日はお休み)

予約

   ０４８−７２９−６７８０

   storione@ik-g.com

   http://storione.jp/

  

Arigat-EUレシピ
"コテキーノと自家製キャビアのミルフィーユ仕立て 〜白ポレンタとレンズ豆を添えて〜 コテキーノと自家製のキャビアを重ねてミルフィーユ状にして提供する"

使用した材料

コテキーノ・モデナ

  

https://www.google.com/maps/@35.9036494,139.623145,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.903649,139.623145&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:storione@ik-g.com
http://storione.jp/
https://facebook.com/storione2017/
https://twitter.com/TStorione
https://insta-stalker.com/profile/t.tsuyoshi0208/


パパミラノ  浦和パルコ店 PAPA MILANO URAWA PARCO

落ち着いた店内でパスタやピッツァなど本格的なイタリアンが楽しめるレストラン 女性同士やカップ
ルなど気の合う人達と気軽に楽しめます。

 住所

330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 浦和ﾊﾟﾙｺ5F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:30

定休日

ビルの営業時間に順ずる

予約

   048-871-2757

   papamilano-urawaparuko@dynac.co.jp

   https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/urawa_parco/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.858757,139.659101,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.858757,139.659101&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:papamilano-urawaparuko@dynac.co.jp
https://www.dynac-japan.com/shop/papamilano/urawa_parco/


ディアボラ 大宮 DIAVOLA OMIYA

イタリア中部トスカーナにあるトラットリアをイメージし、「肉塊の焼き」にこだわる骨太イタリアン

が信条。それゆえに合わせるワインもおのずとタンニンのしっかりとしたタイプが人気のようです。埼

玉のご当地牛「武州和牛」とさいたま産ヨーロッパ野菜の組み合わせはまさに渾身の一皿です。

 住所

さいたま市大宮区宮町1-77-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

月～金 ランチ 11:30～15:00 （L.O.14:00）  月～土 ディナー 18:00～23:30 （L.O.22:30）  土・日 ランチ 11:30～15:30 （L.O.14:30）  日 ディ
ナー 18:00～22:30 （L.O.21:30）

定休日

-

予約

   048-643-2000

   http://north.co.jp/

 

Arigat-EUレシピ
コテキーノモデナIGPのパニーノ エミリアロマーニャの思い出   シェフがエミリアロマーニャ修業時代に賄いで食べた料理のアレンジ。   フリウリ出身のマダムの影
響でクラウティを合わせ、   サルサヴェルデ、バルサミコソースを添えて。

使用した材料

コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.90813,139.626091,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.90813,139.626091&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://north.co.jp/
https://www.facebook.com/saitama.italian/
https://www.instagram.com/diavola.omiya/


トラットリア ルーチェ  TRATTORIA LUCE

JR大宮駅からとなりの駅、日進駅南口を降りて徒歩約3分。 商店街より少し路地に入った所にある小さ
なイタリア料理とワインの店です。  2001年にオープンしました。  『来るたびに何かが新しい』を
心掛け日々精進しております。  今後も皆様に楽しんでいただける店作りに努めて参ります。

 住所

埼玉県さいたま市北区日進町2-1087-4

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ11:30～14:30 ディナー18:00～21:00

定休日

火曜夜、日曜昼 出張、ケータリングなど臨時休業有

予約

   048-651-6972

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.930009,139.606265,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.930009,139.606265&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ﾓﾗｰｼﾞｭ菖蒲SC店 （KAMAKURAPASTA MORÂZYUSYOUBUTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1モラージュ菖蒲1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0480-87-1959

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@36.075368,139.610909,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.075368,139.610909&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｲｵﾝM川口前川店 （KAMAKURAPASTA IONMÔRUKAWAGUTIMAEKAWATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県川口市前川1-1-11 イオンモール川口前川1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-264-1777

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.83352,139.707592,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.83352,139.707592&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  マルイ大宮店 （KAMAKURAPASTA MARUIOOMIYATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-3

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-658-2309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.90694,139.622052,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.90694,139.622052&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  大宮ｽﾃﾗﾀｳﾝ店 （KAMAKURAPASTA OOMIYASUTERATAUNTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県さいたま市北区宮原町1-854-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

不定休

予約

   048-660-2309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.932863,139.622997,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.932863,139.622997&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  アリオ川口店 （KAMAKURAPASTA ARIOKAWAGUTITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県川口市並木元町1-79

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-240-2309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.807769,139.713936,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.807769,139.713936&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


大宮コーヒーロースターズ OOMIYA COFFEE ROASTARS

 住所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１−１６０

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

9:00~22:30

定休日

不定休

予約

   048-644-6851

   ocroastars@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.904253,139.622739,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.904253,139.622739&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:ocroastars@gmail.com
https://www.facebook.com/oomiyacoffeeroastar/?rf=577964782237588


ラグーナ  ロトンダ  LAGUNA ROTONDA

2018年4月、埼玉県朝霞市にオープン。 世界選手権６位入賞のピッツァ職人と埼玉のイタリア料理を牽
引する ２人のシェフが活躍する県内随一の店です。

 住所

埼玉県朝霞市上内間木790-2

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

水～日 ディナー 17:30～22:00 （L.O.21:00）  月～日 ランチ 11:00～15:00 （L.O.14:00）

定休日

-

予約

   048-456-3500

   http://north.co.jp/

 

Arigat-EUレシピ
コテキーノとレンズマメの煮込み添え  エミリア・ロマーニャの定番料理。コインに似ていることから 「これを食べればお金持ちになれる」と言われ、  年末年始の縁起物
として食べられるレンズ豆の煮込みを添えたコテキーノを  ご提供します。

使用した材料

コテキーノ・モデナ

 

https://www.google.com/maps/@35.828322,139.609169,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.828322,139.609169&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://north.co.jp/
https://www.facebook.com/saitama.italian/
https://www.instagram.com/lagunarotonda/


CUCINA E BAR AINO クチーナ  エ  バル  アイノ

 住所

さいたま市浦和区北浦和4-7-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

17:30-22:00

定休日

Monday
月曜日、第三日曜日

予約

   048-832-4202

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.872546,139.644159,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.872546,139.644159&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


キングスバー KING'S BAR

 住所

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-158-2 SPRING ART BLD.3F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   048-645-3773

   sueyi56st@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.906392,139.620614,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.906392,139.620614&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:sueyi56st@gmail.com


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｲｵﾝM与野店 （KAMAKURAPASTA IONMÔRUYONOTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県さいたま市中央区本町西5-2-9 イオンモール与野3Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-851-3309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.891487,139.614549,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.891487,139.614549&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


エル レガロ  EL REGALO

レストラン紹介 こだわりのイタリア料理、豊富に取り揃えたワインや”バーテンダー”が作る本格カクテ
ル、そしてウイスキー、スピリッツ。お酒の種類はなんと100種類以上♪ムードある薄暗いお洒落な店
内で料理とお酒をこころゆくまでお楽しみください。

 住所

〒330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-10-15 ATビル2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

18:00～3:00

定休日

火曜日 Tuesday

予約

   048-824-6233

   elregalo2007@gmail.com

   https://www.hotpepper.jp/strJ000691108/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ

https://www.google.com/maps/@35.860845,139.653756,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.860845,139.653756&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:elregalo2007@gmail.com
https://www.hotpepper.jp/strJ000691108/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  武蔵浦和ﾏｰﾚ店 （KAMAKURAPASTA MUSASIURAWAMÂRETEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県さいたま市南区白幡5-19-19 武蔵浦和マーレ2Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-710-5309

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.843754,139.64817,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.843754,139.64817&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  浦和パルコ店 （KAMAKURAPASTA URAWAPARUKOTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-611-8313

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.858681,139.659007,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.858681,139.659007&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ミウィ橋本店 （KAMAKURAPASTA MIWIHASIMOTOTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

神奈川県相模原市緑区橋本3-2-1 ミウィ橋本5階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   042-700-6530

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.594935,139.345754,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.594935,139.345754&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


PIZZERIA CICCIO ピッツェリア チッチョ

さいたま市にある氷川参道入口、大鳥居横に位置する一軒家レストランです。

日本一長いとされる参道の四季折々の景色を眺めながらナポリピッツァをメインに食事を楽しんでいた

だいています。イタリア産の食材にこだわり、薪窯、ピザミキサーも現地の味を再現できるよう輸入し

ました。ナポリの規定を忠実に守った製法で練り上げた生地に自信がある、ピッツァがおすすめです。

 住所

埼玉県 さいたま市 大宮区 吉敷町 ４－９７－１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～15:00
17:30～22:00

定休日

月曜日 getuyoubi

予約

   ０４８－７８８－３８８６

   http://www.pizzeria-ciccio.com

Arigat-EUレシピ
ピッツァに使用することになりますが、レシピは検討中です。

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.89798,139.631616,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.89798,139.631616&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.pizzeria-ciccio.com/
https://www.facebook.com/pg/%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%84%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%82%A2-%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%A7-984038755045926/photos/?ref=page_internal


ぎをん椿庵 ｲｵﾝM浦和美園店 （KAMAKURAPASTA IONMÔRUURAWAMISONOTEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県さいたま市緑区美園5-50-１

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-812-6489

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.890789,139.731465,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.890789,139.731465&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


ブォンサポーレ ／ BUON SAPORE

 住所

埼玉県さいたま市南区南浦和2-17-8

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ(木・土曜のみ)11：30～13：00ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ／ディナー18：00～21：30ﾗｽﾄｵｰﾀﾞ

定休日

月曜日 / Monday

予約

   048-884-5568

   http://wwww.buonsapore.sakura.ne.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.850014,139.671383,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.850014,139.671383&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://wwww.buonsapore.sakura.ne.jp/
https://www.facebook.com/Buon-Sapore-509269922567486


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  ｲｵﾝﾚｲｸﾀｳﾝMORI店 （KAMAKURAPASTA REIKUTAUNMORITEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   048-930-7496

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@35.881569,139.827775,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.881569,139.827775&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


鎌倉ﾊﾟｽﾀ  アリオ鷲宮店 （KAMAKURAPASTA ARIOWASINOMIYATEN）

生パスタをメインとし、焼きたてパン食べ放題で人気のチェーン店です。 オリジナルソースと生パス
タ独特のモチモチの食感でその数30種類以上。 和風、洋風とバラエティ豊か。麺の種類も、スパゲッ
ティとフィットチーネが 選べるので、選ぶ楽しみも広がります。季節限定の生パスタや季節限定の パ
ンもぜひお召しあがりください。

 住所

埼玉県久喜市久本寺字谷田7-1 アリオ鷲宮1Ｆ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～22:00

定休日

-

予約

   0480-57-3090

   kitakata@kamakurapasta.com

   http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

Arigat-EUレシピ
イタリアンコテキーノとレンズ豆のトマトパスタ

使用した材料

コテキーノ・モデナ



https://www.google.com/maps/@36.078517,139.661313,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.078517,139.661313&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kitakata@kamakurapasta.com
http://www.saint-marc-hd.com/kamakura/
https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/


PIZZERIA LA ITARIYA 伊太利家

 住所

埼玉県さいたま市岩槻区本町3-17-20

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00～23:00

定休日

月曜日

予約

   487584115

   itariya123@yahoo.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.950826,139.697965,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.950826,139.697965&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:itariya123@yahoo.co.jp


MARE DI SAKAI

 住所

埼玉県埼玉市大宮区桜木町１−４−５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ11:00〜14:00
ディナー17:00〜23:00
土 11:00〜23:00
日.祝 12:00〜22:00

定休日

-

予約

   +81 48-729-5557

   https://maredisakai.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.904486,139.623062,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.904486,139.623062&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://maredisakai.com/


RYORIDOKORO INAMI

 住所

料理所いなみ 埼玉県埼玉市大宮区大門１−２３

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   + 81 048-641-2189

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.9068,139.626409,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.9068,139.626409&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


ALTA VISTA GARDEN

 住所

〒331-0046 埼玉県さいたま市西区宮前町1992-2

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.927998,139.589046,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.927998,139.589046&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/Altavista-Garden-565655390137952/
https://www.instagram.com/altavistagarden_restaurant/?hl=ja


ヌオーボ リチェット  NUOVO RICETTO

 住所

〒３３１－０８１３埼玉県さいたま市北区植竹町１－７７２－２ コーエー植竹ビル３階

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   ０４８－７８２－６９６９

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.927837,139.623155,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.927837,139.623155&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/Nuovo-Ricetto-Italian-Restaurant-310177322441556/


SOMETHING サムシング本店

 住所

埼玉県さいたま市浦和区仲町2-1-5浦和仲町KSビル1・2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488220847

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.859284,139.653032,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.859284,139.653032&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


リストランテ ベニーノRISTORANTE BENINO

お店紹介 川越市駅から数分歩いた所にあるリストランテベニーノ 国登録有形文化財に指定された昭和
レトロの建物

 住所

埼玉県川越市田町５ー１ １F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11時30分～15時30分
17時30分～23時00分

定休日

定休日 木曜日

予約

   049-222-3959

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.916947,139.477197,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.916947,139.477197&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


SOMETHINGTRE サムシングトレ

 住所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-9-19永楽ビル1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488244442

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.88364,139.638432,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.88364,139.638432&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


BAR LE PETIT PRINCE

 住所

埼玉県埼玉市岩槻区東町２−７−２５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   + 81 48-796-8815

   http://wine-lpp.website/iwatsuki.bar/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.943683,139.703076,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.943683,139.703076&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://wine-lpp.website/iwatsuki.bar/


アズーリ  クラシコ  AZZURRI CLASSICO

伝統的なトラットリアの落ち着いた雰囲気は、オーナー自らが 現地を巡りイタリアから直輸入されたイ
スやテーブル、 そしてカトラリーから醸し出されているものです。 また、Berkel社製の手動式スライサ
ーでカットした生ハムは、 口どけがよくこれも独占輸入しているタナラ社の24ヶ月熟成の 生ハムとの
相性がすこぶるいいのです。 とことん、地産地消にこだわったレストランですが イタリアへの愛が随所
に表われています。

 住所

さいたま市浦和区高砂1-15-1-7F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11-22時

定休日

伊勢丹浦和店に準ずる

予約

   048-831-5555

   http://north.co.jp/

 

Arigat-EUレシピ
アフェッタート ミスト   当店自慢の24か月熟成生ハムと厳選サラミ、モルタデッラの盛り合わせ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.859177,139.656125,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.859177,139.656125&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://north.co.jp/
https://www.facebook.com/saitama.italian/
https://www.instagram.com/azzurri_classico/


SOMETHINGBELLAGIOIA サムシングベッラジョイア

 住所

埼玉県さいたま市南区沼影1-13-1ナリアテラス1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   487491330

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.843996,139.645862,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.843996,139.645862&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


SOMETHINGQUATTRO サムシングクアトロ

 住所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-3-11 ココビル2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488239335

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.871774,139.644862,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.871774,139.644862&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


SOMETHINGBELLAGIOIA サムシングベッラジョイア

 住所

埼玉県さいたま市南区沼影1-13-1ナリアテラス1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   487491330

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.843996,139.645862,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.843996,139.645862&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


ディアボラ  浦和 DIAVOLA URAWA

1997年オープンの浦和で最初のワインバー。独特の雰囲気をもったインテリアはワインを飲むと不思
議なくらい落ち着いた空間へと馴染んでいきます。お好みのワインをごゆっくりと愉しみください。

 住所

さいたま市浦和区仲町1-5-15

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

月～金 ランチ 11:30～15:00 （L.O.14:00）  土・日 ランチ 11:30～15:30 （L.O.14:30）  月～土 ディナー 18:00～23:30 （L.O.22:30）  日 ディ
ナー 18:00～22:30 （L.O.21:30）

定休日

-

予約

   048-824-1511

   http://north.co.jp/

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

 

https://www.google.com/maps/@35.860208,139.654439,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.860208,139.654439&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://north.co.jp/
https://www.facebook.com/saitama.italian/
https://www.instagram.com/diavolaurawa/


店名:ＣＯＥＮＯＴＯＣＣＯ(コエノトッコ)

 住所

住所:埼玉県さいたま市南区文蔵1-16-1 パークビル101

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ12：00～14：30/ディナー18：00～22：30 曜日などによって変更有。

定休日

定休日とその他の休日:月曜日+不定休

予約

   048-711-1503

   http://www.coenotocco.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.845121,139.670426,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.845121,139.670426&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.coenotocco.com/
https://www.facebook.com/coenotocco/


香草イタリア料理あらじん  KOUSOU ITALIA RYOURI ARAJIN

選び抜かれた、安全・良質な食材で美味しさを追求した手作りイタリアンです。

 住所

埼玉県さいたま市 見沼区卸町1-7

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ 11：00～15：30LO
ディナー 18：00～22：00LO

定休日

毎週火曜日 正月

予約

   048-686-7569

Arigat-EUレシピ
ホリデーランチのオープンサンド  朝焼いたフォカッチャのようなパンを半分にスライスし トマトやレタス コールスロー スクランブルエッグを乗せ その上にモルタデッ
ラを乗せ自家製マヨネーズをかけ サンドし提供致します。

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.947219,139.673796,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.947219,139.673796&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


SOMETHING サムシング本店

 住所

埼玉県さいたま市浦和区仲町2-1-5浦和仲町KSビル1・2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488220847

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.859284,139.653032,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.859284,139.653032&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


WINE CAVE BAR LE PETIT PRINCE

 住所

埼玉県埼玉市大宮区仲町１−６２−４ ２F 

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

17:00 - 00:00

定休日

-

予約

   +81 48-778-7590

   http://wine-lpp.website

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.905305,139.626215,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.905305,139.626215&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://wine-lpp.website/


SOMETHING DUE サムシングデュエ

 住所

埼玉県さいたま市浦和区仲町1-9-13カンコウビル2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488242282

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.860979,139.654356,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.860979,139.654356&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


SOMETHING DUE サムシングデュエ

 住所

埼玉県さいたま市浦和区仲町1-9-13カンコウビル2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488242282

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.860979,139.654356,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.860979,139.654356&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


SOMETHINGTRE サムシングトレ

 住所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-9-19永楽ビル1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488244442

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.88364,139.638432,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.88364,139.638432&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


SOMETHINGQUATTRO サムシングクアトロ

 住所

埼玉県さいたま市浦和区北浦和4-3-11 ココビル2F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   488239335

   http://www.italian-something.co.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.871774,139.644862,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.871774,139.644862&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.italian-something.co.jp/


MARE DI SAKAI

 住所

埼玉県埼玉市大宮区桜木町１−４−５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ11:00〜14:00
ディナー17:00〜23:00
土 11:00〜23:00
日.祝 12:00〜22:00

定休日

-

予約

   +81 48-729-5557

   https://maredisakai.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.904486,139.623062,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.904486,139.623062&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://maredisakai.com/


KENS KITCHEN

 住所

埼玉県埼玉市北区大成町４丁目４２３−３大宮ハイツ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

12:00 - 23:00

定休日

-

予約

   +81 48-666-8118

   kens.kitchen16@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.931374,139.612777,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.931374,139.612777&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kens.kitchen16@gmail.com


ニコラピザ 浦和店 ／ ＮＩＣＯＬＡ ＰＩＺＺＡ ＵＲＡＷＡＴＥＮ

イタリア系アメリカ人‘ニコラ・ザベッティ’が
戦後初めて本場仕込みのピザの味を日本にもたらした

日本初のピッツェリア。

ニコラ独自のスパイスと

１００％ゴーダーチーズをたっぷり使用した

ニコラﾋﾟｻﾞは

1956年の創業以来、多くの皆様に愛され続けております。

 

 住所

埼玉県さいたま市浦和区高砂２－５－１５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

Monday-Friday 11:00~15:00  17:00~23:00
Saturday 11:00~23:00
Sanday   11:00~22:00

定休日

水曜日    ＳＵＩＹＯＵＢＩ
第一火曜日  ＤＡＩＩＴＩ ＫＡＹＯＵＢＩ  
 

 

予約

   ０４８－７１１－２６６６

   http://pizza-nicola.com/

 

Arigat-EUレシピ
モルタデッラと野菜のピザ ／ Moetadella , Vegetables PIZZA
➁モルタデッラのカツレツ ／ Moetadella cutlet

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.857725,139.653914,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.857725,139.653914&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://pizza-nicola.com/
https://www.facebook.com/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%94%E3%82%B6-%E6%B5%A6%E5%92%8C%E5%BA%97-Nicola-Pizza-143006652534015/
http://www.arigat.eu/ristorante-pdf/www.instagram.com/nicola1956officia


トラットリア  アズーリ  TRATTORIA AZZURRI

地中海ブルーが鮮やかなインテリア。 ナポリのリゾートで楽しむ優雅なお食事シーンをテーマにしてい
ます。 本場ナポリを思わせる薪釜で焼き上げるピッツァや懇意にしているさいたま市内の農家から直
接、仕入れるヨーロッパ野菜を使った料理はぜひおすすめしたいメニューです。獲れたての新鮮な野菜

を頂けるのは生産地が近いからでこそ。前菜からパスタ、メインディッシュの付け合わせまで上質なカ

ジュアルを堪能いただけます。 また、レストラン中央にあるワインタワーには約100種のワインをスト
ック。ソムリエがその日のお料理に合うワインをご提案します。

 住所

さいたま市南区別所7-1-16

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

ランチ 11:00-15:00 （14:00 LO） ディナー 月〜金 / 18:00-23:00 （22:00 LO） 土 / 17:00-23:00 （22:00 LO） 日 / 17:00-22:00 （21:00 LO）

定休日

-

予約

   048-710-5300

   http://north.co.jp/trattoria-azzurri

 

Arigat-EUレシピ
アフェッタート ミスト  生ハムやサラミの盛り合わせ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.845875,139.649005,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.845875,139.649005&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://north.co.jp/trattoria-azzurri
https://www.facebook.com/trattoria.azzurri/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/trattoria_azzurri/


LISTINO

 住所

埼玉県埼玉市大宮区仲町２−２４−４ F１BLDG １F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-644-2585

   si73076@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.905957,139.627862,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.905957,139.627862&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:si73076@gmail.com


WINE CAVE BAR LE PETIT PRINCE

 住所

埼玉県埼玉市大宮区仲町１−６２−４ ２F 

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

17:00 - 00:00

定休日

-

予約

   +81 48-778-7590

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.905305,139.626215,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.905305,139.626215&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


BAR LE PETIT PRINCE

 住所

埼玉県埼玉市岩槻区東町２−７−２５

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-796-8815

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.943683,139.703076,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.943683,139.703076&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


SALVATORE CUOMO & BAR 大宮

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモのプロデュース店。

本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサルヴァトーレの想いから、よりカジュア

ルに親しみやすいサービスとともにご提供しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最
高峰のピッツァの祭典「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽
にお楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク100％で出来たモッ
ツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリアで特別にブレンドしているオリジナルの

トマトソースなど、素材にもこだわった「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピ

ッツァイオーロが一枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っている店舗も多く、

ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理をお楽しみいただけます。

 住所

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-6-92 ホテルメイン1F・B1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です） LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE, DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日

年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   048-642-7565 | 048-658-3371（デリ用）

   salvatore_omiya@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
"ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ"

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.904458,139.622677,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.904458,139.622677&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:salvatore_omiya@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


リストランテオガワ  RISTORANTE OGAWA

 住所

埼玉県さいたま市大宮区東町2-288-1鈴木ビル1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:30~14:00 18:00~22:00

定休日

日曜日

予約

   487833324

   http://www.ristorante-ogawa.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.910994,139.632004,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.910994,139.632004&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.ristorante-ogawa.com/


店名 ITALIAN RESTAURANT PINOCCHIO イタリアンレストランピノキオ

 住所

日本 埼玉県さいたま市南区広ヶ谷戸３－３

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

AM:11:30~PM2：30(LO)
PM5:00~PM930(LO)

定休日

Thursday holiday

予約

   048-887-0866

   info@pinoocchio-s.com

   http://pinocchio-s.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.864511,139.68316,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.864511,139.68316&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:info@pinoocchio-s.com
http://pinocchio-s.com/
https://www.facebook.com/pino0488870866


MONLEALE

 住所

埼玉県埼玉市浦和区仲町２−２−６−１０３

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

18:00-00:00

定休日

-

予約

   +81 48-799-3796

   monleale.urawa@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.859471,139.65243,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.859471,139.65243&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:monleale.urawa@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Italian-Restaurant/Monleale-%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AC-%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%B3%E9%85%92%E5%A0%B4-816321255156690/


スパゲティハウス ベア  SPAGHETTI HOUSE BEAR

 住所

埼玉県さいたま市見沼区小深作336-8

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:00-14:30 17:30-20:45

定休日

水曜日 第3火曜日

予約

   048-685-7881

   kumasan84@nifty.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.945711,139.664127,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.945711,139.664127&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kumasan84@nifty.com


BANKARERRA

 住所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-3-5

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   048-823-7075

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.885912,139.638735,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.885912,139.638735&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


IL CHIANTI KAWAGOE

 住所

埼玉県所沢市北野新町1-12-32

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11:30 - 23:01

定休日

-

予約

   sda2019@xc4.so-net.ne.jp

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.79693,139.4295,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.79693,139.4295&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:sda2019@xc4.so-net.ne.jp


KENS KITCHEN

 住所

埼玉県埼玉市北区大成町４丁目４２３−３大宮ハイツ

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

12:00 - 23:00

定休日

-

予約

   +81 48-666-8118

   kens.kitchen16@gmail.com

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

https://www.google.com/maps/@35.931374,139.612777,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.931374,139.612777&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:kens.kitchen16@gmail.com


イタリアのごはんとワイン チルコロ CUCINA FAMIGLIARE E VINI ITALIANI CIRCOLO

イタリアの家庭の食卓にあがる、日々のごはん。たっぷりの野菜やお豆、やわらかな手打ちパスタ、シ

ンプルに火を通しただけのお肉や魚・・・。それは、地味で、滋味深くて、身体がよろこぶ御馳走で

す。添えられるのは、多彩な味わいを見せてくれるイタリアワインたち。難しいウンチクなんて一切い

らない、日常に在るたいせつな飲み物です。 チルコロでは、そんなイタリアの「日常のごちそう」を
楽しんでいただけます。厳選されたイタリア直輸入の食材、旬を活かした家庭料理。イタリア各地のワ

インは、料理と身体に馴染むものを。ナチュラルワインも多数揃えています。グラスワインメニューは

常時10種類。 CIRCOLOチルコロ ＝ イタリア語で「円（まる）」。 人と人が、そして文化が、つながる
場所になりますように。そんな想いで、今日も皆様をお待ちしています。 （高崎線・京浜東北線 JR浦
和駅より徒歩3分）

 住所

埼玉県さいたま市浦和区岸町４−２−１８ 赤澤ビル１- A

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

17:00～23:00 (22:30L.O)

定休日

日曜‧祝日

予約

   ０４８−７９９−３５０５

   circolo.urawa@gmail.com

   http://www.circolo-urawa.com/

 

Arigat-EUレシピ
・アフェッタート・ミストの１アイテムとして（予定） ・サラミ、チーズ、いちじくのブルスケッタ（予定）

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.856414,139.658198,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.856414,139.658198&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:circolo.urawa@gmail.com
http://www.circolo-urawa.com/
https://www.facebook.com/circolo.urawa
https://www.instagram.com/circolo.urawa


PIZZA SALVATORE CUOMO さいたま新都心

ナポリピッツァを日本に広めたパイオニアとして知られるサルヴァトーレ·クオモのプロデュース店。

本場ナポリの味をもっと身近に楽しんでいただきたいというサルヴァトーレの想いから、よりカジュア

ルに親しみやすいサービスとともにご提供しています。 ピッツァ発祥の地ナポリで開催された世界最
高峰のピッツァの祭典「PIZZA FEST」において、最優秀賞を受賞し世界No.1となったピッツァを気軽
にお楽しみいただけます。イタリアから空輸で取り寄せている希少な水牛のミルク100％で出来たモッ
ツァレラチーズや、農薬を一切使っていないバジル、イタリアで特別にブレンドしているオリジナルの

トマトソースなど、素材にもこだわった「安心·安全」なピッツァ。ナポリの窯職人が造った薪窯でピ

ッツァイオーロが一枚一枚心を込めて焼き上げます。ピッツァはもちろん小皿料理やアンティパストも

充実し、ワインなどのアルコールと一緒に楽しめます。デリバリーサービスを行っている店舗も多く、

ご家庭や職場でも、レストランからお届けする本格的な料理をお楽しみいただけます。

 住所

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-262-11 ニューキャピタルN 1F

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

（店舗により異なりますが基本的に下記営業時間です） LUNCH 11:30~14:00(LO)14:30CLOSE, DINNER 17:00~22:30(LO)23:00CLOSE

定休日

年中無休（商業施設の休日等に準ずる）

予約

   048-642-7965 | 048-658-0071(デリ用）

   pizza_saitamashintoshin@salvatore.jp

   http://www.salvatore.jp/

 

Arigat-EUレシピ
"ハムとサラミの盛り合わせ ¥1,280 生ハムとイタリア各地のサラミの盛り合わせ"

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.895418,139.632951,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.895418,139.632951&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:pizza_saitamashintoshin@salvatore.jp
http://www.salvatore.jp/
https://www.facebook.com/pizzasalvatorecuomo/
https://www.instagram.com/salvatorecuomo_jp/?hl=ja


VINOTERIA

 住所

埼玉県埼玉市大宮区仲町１−４０みますビル３F酒場１４０内

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   81 48-642-8882

   http://vinoteria.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.905665,139.626521,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.905665,139.626521&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://vinoteria.jp/
https://www.facebook.com/vinoteria.japan/


LA VOGLIA MATTA

 住所

埼玉県埼玉市大宮区錦町６３０ルミネ２、４F大宮店

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-648-2448

   https://lavogliamattaomiya.gorp.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.906146,139.623852,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.906146,139.623852&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://lavogliamattaomiya.gorp.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AA-%E3%82%A2-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%BF-La-Voglia-Matta-156886224383290/


TAVOLA DI JIRO

 住所

埼玉県埼玉市中央区八王子４−１２−１３

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-853-2021

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ

https://www.google.com/maps/@35.881765,139.6077,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.881765,139.6077&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html


PALACE HOTEL OMIYA

 住所

埼玉県埼玉市大宮区桜木町１−７−５ パラスホテル大宮

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-647-3300

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@35.905295,139.619908,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.905295,139.619908&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/PalaceHotelOmiya/


VIA DEL SALE

 住所

埼玉県東松山市美原町2-9-26

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11：30～14：30（L.O）
17：30～21：00（L.O）
Open on sundays

定休日

-

予約

   +81-50-5590-3858

   http://www.viadelsale-web.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

モルタデッラ・ボローニャ



https://www.google.com/maps/@36.049861,139.397293,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.049861,139.397293&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.viadelsale-web.com/
https://www.facebook.com/VIA-DEL-SALE-%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AC-394468174079904/?fref=ts


ZAGON KITCHEN KYARA

 住所

埼玉県埼玉市浦和区北浦和３−１−６

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 50-3462-9390

   zagonkuminatato@msn.com

   http://livehouse-kyara.com/zkk/index.html

 

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

 

https://www.google.com/maps/@35.871704,139.646996,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.871704,139.646996&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
mailto:zagonkuminatato@msn.com
http://livehouse-kyara.com/zkk/index.html
https://www.facebook.com/zagonkitchen/
https://www.instagram.com/zagon_kitchen_kyara/


LA VOGLIA MATTA

 住所

埼玉県埼玉市大宮区錦町６３０ルミネ２、４F大宮店

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-648-2448

   https://lavogliamattaomiya.gorp.jp/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.906146,139.623852,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.906146,139.623852&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://lavogliamattaomiya.gorp.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Pizza-Place/%E3%83%A9%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AA-%E3%82%A2-%E3%83%9E%E3%83%83%E3%82%BF-La-Voglia-Matta-156886224383290/


PALACE HOTEL OMIYA

 住所

埼玉県埼玉市大宮区桜木町１−７−５ パラスホテル大宮

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

-

定休日

-

予約

   +81 48-647-3300

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@35.905295,139.619908,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=35.905295,139.619908&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
https://www.facebook.com/PalaceHotelOmiya/


VIA DEL SALE

 住所

埼玉県東松山市美原町2-9-26

Report a map error

Map Satellite

Map data ©2019 Terms of Use

営業時間

11：30～14：30（L.O）
17：30～21：00（L.O）
Open on sundays

定休日

-

予約

   +81-50-5590-3858

   http://www.viadelsale-web.com/

Arigat-EUレシピ

使用した材料

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ



https://www.google.com/maps/@36.049861,139.397293,22z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=36.049861,139.397293&z=22&t=m&hl=en&gl=US&mapclient=apiv3
https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html
http://www.viadelsale-web.com/
https://www.facebook.com/VIA-DEL-SALE-%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%AC-394468174079904/?fref=ts
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