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市町村名 時間 曜日 その他 名称 住所 TEL URL

1 北浦和公園 キタウラワコウエン さいたま市浦和区常盤9 ＪＲ京浜東北線「北浦和駅」西口から徒歩2分 ○ ○ ○ さいたま市 https://pref.spec.ed.jp/momas/%E5%8C%97%E6%B5%A6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%9C%92公園中央に県立近代美術館や音楽噴水があり、文化の薫り高い公園として親しまれています。 要相談 要相談 美術館内の撮影は要相談 無(要相談) 埼玉県立近代美術館管理担当 さいたま市浦和区常盤9-30-1 048-824-0111 https://pref.spec.ed.jp/momas/%E5%8C%97%E6%B5%A
6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%9C%92

2 埼玉県平和資料館 サイタマケンヘイワシリョウカン 東松山市岩殿２４１－１１３ 東武東上線高坂駅下車鳩山ニュウタウン行きバス大
東文化大学下車徒歩５分

○ ○ 東松山市 https://www.saitama-peacemuseum.com/ 平成５年に建設された資料館。展望塔があります。 9：00～17：00 月（館外は日か
ら土）

館内撮影は、休館日（月曜日（休日の場合は翌
日））のみ

５４台 埼玉県平和資料館 東松山市岩殿２４１－１１３ 0493-35-4111 https://www.saitama-peacemuseum.com/

3 さきたま古墳公園 サキタマコフンコウエン 行田市大字埼玉、渡柳、佐間、
桶上、堤根

ＪＲ高崎線吹上駅からバス１０分、徒歩１５分 ○ ○ 行田市 http://www.sakitama-muse.spec.ed.jp/ 国宝金錯名鉄剣を出土した稲荷山古墳、日本一の高さを誇る丸墓山古墳などがあり、自然も豊です。公
園内には、古民家、菖蒲田もあり、桜のライトアップも行われています。

8:30～17:15 月～日 撮影には、利用申請、使用料が必要です。火気厳
禁。立入禁止区域あり。

普通303台、バ
ス33台

埼玉県立さきたま史跡の博物館 行田市大字埼玉４８３４ 048-559-1111 http://www.sakitama-muse.spec.ed.jp/

4 北本市役所庁舎 キタモトシヤクショ 北本市本町1-111 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩10分 ○ ○ 北本市 https://www.city.kitamoto.lg.jp/index.html 北本市役所の庁舎。昭和38年建築、昭和47年増築。 8:30～17:00 土、日 土曜日午前中の市民ホールの撮影は不可 100台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shimink
eizai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

5 北本市文化センター キタモトシブンカセンター 北本市本町1-2-1 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩10分 ○ ○ 北本市 http://kitamoto-cultural-center.com/ 北本市文化センター。昭和59年建築。大ホール・プラネタリウム・図書館。 9:00～21:30 火～日 月曜日・祝祭日、年末年始は休館日 100台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

6 北本市南部公民館 キタモトシナンブコウミンカン 北本市二ツ家1-127 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市地区公民館。昭和60年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

7 北本市東部公民館 キタモトシトウブコウミンカン 北本市本宿2-33 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩10分 ○ ○ 北本市 北本市地区公民館。昭和61年建築。視聴覚ライブラリーを併設。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 10台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

8 北本市西部公民館 キタモトシセイブコウミンカン 北本市荒井3-95 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市地区公民館。昭和62年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

9 北本市北部公民館 キタモトシホクブコウミンカン 北本市深井4-155 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市地区公民館。昭和63年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

10 北本市中丸公民館 キタモトシナカマルコウミンカン 北本市中丸10-419 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市地区公民館。平成2年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

11 北本市学習センター キタモトシガクシュウセンター 北本市栄13 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市地域学習センター。平成7年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

12 北本市勤労福祉センター キタモトシキンロウフクシセンター 北本市宮内1-120 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩15分 ○ ○ 北本市 北本市地域学習センター。昭和54年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

13 北本市コミュニティセンター キタモトシコミュニティセンター 北本市本町8-156-3 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市地域学習センター。昭和55年建築。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

14 北本市総合福祉センター キタモトシソウゴウフクシセンター 北本市高尾1-180 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/fukushi/fukushi/gyomu/1416918632502.html北本市福祉施設。 9:00～22:00 月～日 祝日、年末年始は休館 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

15 北本市健康増進センター キタモトシケンコウゾウシンセンター 北本市中丸10-55 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/korei/gyomu/1416918281736.html北本市福祉施設。屋根つきゲートボール場があります。 9:00～16:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

16 北本市中央保育所 キタモトシチュウオウホイクショ 北本市本町3-52 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/fukushi/hoiku/gyomu/kouritsu/1419993443057.html北本市保育所。 8:30～17:00 日 10台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

17 北本市野外活動センター キタモトシヤガタカツドウセンター 北本市高尾9-143 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 https://kitamoto-yakatsu.jp/ 生涯学習およびレクリエーション活動施設。平成10年建築。キャンプサイト、多目的広場があります。 9:00～22:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

18 北本市体育センター キタモトシタイイクセンター 北本市古市場1-156 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 http://kitamoto-taiikuc.jp/ 北本市体育施設。平成3年建築。 9:00～21:00 月～日 第４月曜日、年末年始は休館 100台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

19 北本市農業ふれあいセンター
物産展示場「桜国屋」

キタモトシノウギョウフレアイセンターブッ
サンテンジジョウ「オウコクヤ」

北本市深井7-265-4 ＪＲ高崎線北本駅より車15分 ○ ○ 北本市 http://www.ja-
saitama.or.jp/farmstand/sakura.php?id=321

地産地消を基軸に地域農業の活性化をめざした施設。平成15年建築。地域食材提供施設「さんた亭」併
設しています。

10:00～18:00 木～火 水曜日休館 50台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

20 ＪＲ北本駅 ＪＲキタモトエキ 北本市北本1-12 ＪＲ高崎線北本駅 ○ ○ 北本市 https://www.jreast.co.jp/estation/station/info.asp
x?StationCd=590

ＪＲの駅及び駅ビル。 要相談 なし 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

21 桶川北本水道企業団 オケガワキタモトスイドウキギョウダン 北本市中丸6-83 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 http://water-okekita.jp/ 北本市と桶川市の水道事業施設。 要相談 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

22 北本地区衛生組合 キタモトチクエイセイクミアイ 北本市朝日1-200 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 http://kitamoto-eisei.jp/ し尿処理施設。 要相談 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

23 北本市商工会館 キタモトシショウコウカイカン 北本市宮内7-148 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ 北本市 http://www.kitamoto-sci.jp/ 北本市商工会。 要相談 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

24 北本総合公園 キタモトソウゴウコウエン 北本市古市場1-167 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ 北本市 http://www.kitamoto-sogokoen.com/ 北本市公園施設。 要相談 100台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

25 北本子供公園 キタモトコドモコウエン 北本市石戸宿3-255 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ 北本市 https://www.city.kitamoto.lg.jp/kanko/reja_sabisu/reja/shizenkoen/1419505898424.html北本市公園施設。 要相談 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

26 高尾さくら公園 タカオサクラコウエン 北本市高尾6-350-1 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/toshiseibi/toshikeikakuseisaku/gyomu/g2/1416919115265.html北本市公園施設。桜の名所。 要相談 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

27 北本市中央緑地 キタモトシチュウオウリョクチ 北本市緑２，中丸１，大字下石
戸下，大字北本宿

ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市公園施設。高崎線両側50ｍ、延長２kmの雑木林。 要相談 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

28 宮内緑地公園 ミヤウチリョクチコウエン 北本市宮内3-167-1他 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市公園施設。雑木林。 要相談 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

29 中丸緑地公園 ナカマルリョクチコウエン 北本市中丸4-36-1他 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市公園施設。雑木林。 要相談 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

30 天神下公園 テンジンシタコウエン 北本市大字石戸宿 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ ○ 北本市 北本市公園施設。荒川河川敷内。 要相談 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

31 ＪＡあだち野北本支店 ＪＡアダチノキタモトシテン 北本市本町6-66-1 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩15分 ○ 北本市 農業共同組合支店。 要相談 30台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

32 城ヶ谷堤 ジョウガヤツツミ 北本市大字石戸宿 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ 北本市 荒川の堤。桜の名所です。 要相談 20台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

33 解脱会 ゲダツカイ 北本市緑1-1 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩10分 ○ ○ 北本市 https://www.gedatsukai.org/ 宗教法人施設及び境内・雑木林。 要相談 100台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

34 北本氷川神社 キタモトヒカワジンジャ 北本市高尾7-31 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ 北本市 http://www.hikawajinja.or.jp/ 神社。 要相談 5台 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

35 中山道 ナカセンドウ 北本市 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩3分 ○ 北本市 中山道。 要相談 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

36 西中央通り ニシチュウオウトオリ 北本市中央１他 ＪＲ高崎線北本駅より徒歩1分 ○ ○ 北本市 北本駅西口大通り。道の両側に八重桜が植えられています。１１月には市の最大のイベント「北本まつ
り」の会場になります。

要相談 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

37 荒井橋 アライバシ 北本市荒井 ＪＲ高崎線北本駅より車10分 ○ 北本市 冠水橋。 要相談 北本フィルム・コミッション
北本市市民経済部産業観光課

北本市本町1-111 048-594-5530 https://www.city.kitamoto.lg.jp/soshiki/shiminkeiz
ai/sangyou/gyomu/1570429487304.html

38 久喜総合文化会館 クキソウゴウブンカカイカン 久喜市大字下早見１４０ ＪＲ宇都宮線久喜駅より徒歩１５分 ○ ○ 久喜市 http://www.kuki-bunka.jp 館内には、コンサートや演劇等ができる大ホール・小ホール、また、会議室や研修室からなるカル
チャーホールの他に、プラネタリウムのあるサイエンスホールがあります。
外観はローマのサン・ピエトロ寺院をイメージしたユニークな建物です。テレビコマーシャルやファッ
ション雑誌の背景にも使われています。

9:00～21:30 毎月第４火曜日
休館

撮影は全館可能。（要問合せ） 200台 久喜総合文化会館 久喜市大字下早見１４０ 0480-21-1799 http://www.kuki-bunka.jp

39 吉見百穴 ヨシミヒャクアナ 吉見町大字北吉見324 関越自動車道東松山ＩＣから車で15分
東武東上線東松山駅からバス10分

○ ○ 吉見町 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/shogaigakushuk/7/909.html国指定史跡。古墳時代後期（今から約１３００年前）の横穴墓群。明治２０年に坪井正五郎博士により
発掘されました。当時は先住民族の住居跡であると言われましたが、大正末期になり墓穴であることが
確定しました。穴は現在２１９個あります。

8:30～17:00 平日 心霊現象や殺人等を取り扱った作品の撮影は不可。
撮影料はかかりませんが、出演者・スタッフ等の入
場料はかかります。

270台 吉見町役場政策財政課商工観光係 吉見町大字下細谷411 0493-54-1511 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/

40 埼玉県立自然の博物館 サイタマケンリツシゼンノハクブツカン 長瀞町長瀞1417-1 秩父鉄道上長瀞駅より徒歩5分 ○ ○ 長瀞町 http://www.shizen.spec.ed.jp/ 昭和56年に建築された、前川建築設計事務所の設計によるれんが造りの建物。館内に入るといきなり頭
上に化石の歯から復元されたとてつもなく巨大なサメの模型があります。奥には1500万年前の海獣のパ
レオパラドキシアの骨格化石標本が展示されています。秩父地方で発見されたもので世界的にも貴重な
もの。館は、地学と生物の分野に分けて岩石、化石や生物のジオラマを展示しています。

9:00～16:30 月～日 月曜日は休館日となりますが、利用は可能です。 30台 埼玉県立自然の博物館 長瀞町長瀞1417-1 0494-66-0407 http://www.shizen.spec.ed.jp/

41 新倉ふるさと民家園 ニイクラフルサトミンカエン 和光市下新倉２丁目３３－１ 和光市駅より徒歩１０分 ○ 和光市 http://niikura-minkaen.o.oo7.jp/ 茅葺き屋根の旧冨岡家住宅を復元し、和光市指定文化財建造物として保存しながら、ふるさとの文化・
伝統を学び継承する場として活用しています。

9:00～16:30 水曜日・毎月第
４木曜日・毎月
第４金曜日

休園日に要相談・火気厳禁 ４台 和光市教育委員会生涯学習課文化財保護
担当

和光市広沢１－５ 048-424-9119 http://www.city.wako.lg.jp/

42 和光市役所庁舎 ワコウシヤクショチョウシャ 和光市広沢1-5 東武東上線・東京メトロ有楽町線和光市駅より徒歩
15分

○ 和光市 http://www.city.wako.lg.jp/ 和光市役所の庁舎。行政棟･議会棟･レストラン棟があります。平成４年に建築されました。 8：30～17：15 外観は終日撮影可能。内部については休庁中に可
能。要相談。

300台 和光市総務部総務課管財担当 和光市広沢１－５ 048-424-9094 http://www.city.wako.lg.jp/

43 和光樹林公園 ワコウジュリンコウエン 和光市広沢3 東武東上線・東京メトロ有楽町線和光市駅から徒歩
15分

○ 和光市 https://www.seibu-green.co.jp/wako-jurin/ 米軍に接収されていたキャンプ朝霞跡地の一部を平成元年に20ｈａの樹林公園として全面オープンしま
した。公園の大半を樹林地が占めています。

8：30～21：00 土、日、祝日は
除く

北・南駐車場8：30～19：00
中央駐車場7:00～19:00

339台 和光市建設部都市整備課公園緑地担当 和光市広沢１－５ 048-424-9132 http://www.city.wako.lg.jp/

44 志木市役所庁舎 シキシヤクショチョウシャ 志木市中宗岡１－１－１ 志木駅東口よりバス１０分 ○ 志木市 http://www.city.shiki.lg.jp/ 志木市の本庁舎。 9:00～18:00 土・日曜日 外観、エントランス、廊下、撮影可能。
火気厳禁。

70台 志木市役所総務部事務管理課 志木市中宗岡１－１－１ 048-473-1111

45 志木市総合福祉センター シキシソウゴウフクシセンター 志木市上宗岡１－５－１ 志木駅東口から国際興業バス「宗岡循環（宿先周
り）」、「立教グランド」 　、「与野駅西口」行
き「志木高校入口」下車、徒歩３分

○ 志木市 https://www.city.shiki.lg.jp/sp/index.cfm/38,2962,260,html児童センター、宗岡子育て支援センター、教育サポートセンターなどがある施設。 9:00～17:00 年末年始以外開
館のため、利用
については施設
に問い合わせす
ること

外観のみ撮影可能。火気厳禁。事前に要相談。 100台 志木市総合福祉センター 志木市上宗岡１－５－１ 048-475-0011

46 秋ヶ瀬堤外の田園風景 アキガセテイガイノデンエンフウケイ 志木市宗岡 志木駅東口よりバス２０分
秋ヶ瀬橋下車

○ 志木市 のどかな田園風景の中と、東京都に水道水を送るための取水堰が建設されています。 特になし 特になし 火気厳禁 駐車スペース
あり

志木市役所市民生活部地域振興課 志木市中宗岡１－１－１ 048-473-1111

47 歴史的建造物村山快哉堂 レキシテキケンゾウブツムラヤマカイサイド
ウ

志木市中宗岡5-7040-2 志木駅東口よりバス１０分
志木市役所下車

○ 志木市 https://www.city.shiki.lg.jp/index.cfm/53,2440,134,576,html明治１０年に建築された薬店を、市役所前の公園に移築復元。現在、市民により管理され、イベントな
どが開催されています。

10:00～16:00 週４日（金・
土・日・月）開
館

外観、内部、撮影可能。
火気厳禁

70台
（市役所駐車
場利用可）

志木市教育委員会教育政策部生涯学習課 志木市中宗岡１－１－１ 048-473-1111

48 敷島神社 シキシマジンジャ 志木市本町 志木駅東口よりバス７分
上町下車

○ 志木市 明治４１年に無格社「浅間神社」に、村社「村上稲荷神社」、村社「星野稲荷神社」と無格社「水神
社」を合祀して、浅間神社境内に社名を「敷島神社」と改めて成立した神社。境内の一角に「田子の富
士」と呼ばれる富士塚が築かれています。

特になし 特になし 火気厳禁 境内に駐車ス
ペースあり

志木市役所市民生活部地域振興課 志木市中宗岡１－１－１ 048-473-1111

49 新河岸川左岸堤防サクラヅツミ シンガシガワテイボウサガンサクラヅツミ 志木市中宗岡５－１～3丁目 志木駅東口よりバス１０分
志木市役所下車

○ 志木市 春にはサクラが咲き乱れ、多くの人が訪れます。 新堤防には、「さくらの小径」、東屋もあり、市民の
散歩コースになっています。

一時使用許可申請が必要 70台
（市役所駐車
場利用可）

朝霞県土整備事務所 朝霞市大字浜崎678 048-471-4661

50 岩畳 イワダタミ 長瀞町長瀞 長瀞駅より徒歩５分 ○ 長瀞町 http://nagatoro.gr.jp 長瀞町の東側を流れる清らかな瀬が急流となり、瀞となり渕をつくり変化に富んでいるが、おおきな岩
畳はそれと相俟ってすばらしい自然の造形美を見せます。

1000台 長瀞町観光協会 長瀞町本野上１０３５－１ 0494-66-3111 http://www.nagatoro.gr.jp/

51 江戸川サイクリング道路 エドガワサイクリングドウロ 三郷市早稲田 JR武蔵野線三郷駅徒歩５分 ○ ○ ○ 三郷市 江戸川沿いにサイクリング道路が整備されており、周辺には公園が多く点在しています。
江戸川運動公園は、休日たくさんの人で賑わいます。

要相談 要相談 無 越谷県土整備事務所管理担当 越谷市越ヶ谷4-2-82 048-964-5223

52 中川やしおフラワーパーク ナカガワヤシオフラワーパーク 八潮市大字木曽根1009番地1先 ＴＸ八潮駅よりバス15分 ○ ○ 八潮市 http://www.city.yashio.lg.jp/shisei/kouenmizutomidori/hana_spot.html中川やしおフラワーパークは、平成９年３月に開園して以来、市民ボランティアの皆様の努力により、
春は花桃・菜の花、夏は、野かんぞう、秋は彼岸花・コスモスなど、年間を通してきれいな花を咲かせ
ており、多くの人でにぎわう憩いの場です。

50台 八潮市役所　商工振興課 八潮市中央1-2-1 048-996-2111

53 堂平天文台「星と緑の創造センター」 ドウダイラテンモンダイ「ホシトミドリノソ
ウゾウセンター」

ときがわ町大字大野１８５３ 関越自動車道東松山ＩＣより約60分 ○ ときがわ町 https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.as
px?info_id=11574

標高876ｍの堂平山頂は関東平野を一望できるロケーションが自慢。2000年に閉鎖された国立天文台堂平
観測所の観測ドームは宿泊施設に生まれ変わり、映画やドラマなどの映像作品の収録も行われていま
す。

9：30～17：30（3月～10
月）9：30～16：30（11
月・12月）
※1月～2月は休業

宿泊客がいる場合調整が必要です。 15台 ときがわ町産業観光課 ときがわ町大字桃木３２ 0493-65-1532 https://www.town.tokigawa.lg.jp/divinfolist/14

54 三波渓谷 サンバケイコク ときがわ町大字別所地内　他 関越自動車道東松山ＩＣより約30分 ○ ときがわ町 https://www.town.tokigawa.lg.jp/forms/info/info.as
px?info_id=11602

都幾川の別所橋から越瀬橋の間は、川幅が狭まり岸壁が続きます。長い歳月を経てこの両岸に造り出さ
れた岩石が醸し出すダイナミックな情景と清らかな流れが、テレビCMや映画などの背景として使われて
います。

なし なし 東松山県土整備事務所等に確認が必要です。 有 ときがわ町産業観光課 ときがわ町大字桃木３２ 0493-65-1532 https://www.town.tokigawa.lg.jp/

55 桶川市べに花ふるさと館 オケガワシベニバナフルサトカン 桶川市加納419-1 ＪＲ高崎線桶川駅よりバス15分 ○ ○ 桶川市 http://www.furusatokan.or.jp 「ふるさと」をイメージした、昔懐かしい雰囲気の施設。母屋は約百年前の柱や梁などをそのまま生か
した作りとなっています。

9:00～21:30 火～日 月曜が祝休日の場合は、翌火曜が休館になります。 34台 桶川市べに花ふるさと館 桶川市加納419-1 048-729-1611 http://www.furusatokan.or.jp

56 桶川市民ホール 響の森 オケガワシミンホール ヒビキノモリ 桶川市若宮1-5-9 ＪＲ高崎線桶川駅より徒歩5分 ○ ○ 桶川市 http://www.hall-okegawa.jp/ 桶川市の文化交流の拠点施設として、平成９年１１月に建設されました。埼玉県の施設である「さいた
ま文学館」との複合施設です。

9:00～22:00 月～日 90台 桶川市民ホール 響の森 桶川市若宮1-5-9 048-789-1113 http://www.hall-okegawa.jp/

57 嵐山渓谷 ランザンケイコク 比企郡嵐山町大字鎌形 関越自動車道東松山ＩＣより約15分
東武東上線武蔵嵐山駅下車徒歩約40分

○ 嵐山町 http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000001022.html 京都の嵐山に似ていることからその名が付けられた景勝地。絶え間なく流れる槻川の清流は、四季を通
じて美しい水辺風景を楽しむことができます。嵐山渓谷上流の「緑のトラスト保全第3号地」へ入ってい
く川沿いの砂利道は、車両の通行を禁止しているため轍もなく、いにしえの街道を思わせる風景が今も
残っています。紅葉の時期を過ぎる頃は、道一面が落ち葉に覆われ、野鳥のさえずりと水音だけが聞こ
える自然豊かなエリアです。

8：30～17：00 日～土 嵐山渓谷バー
ベキュー場300
台

嵐山町産業振興課 比企郡嵐山町大字杉山1030-1 0493-62-2150 http://www.town.ranzan.saitama.jp/

58 嵐山渓谷バーベキュー場 ランザンケイコクバーベキュージョウ 比企郡嵐山町大字鎌形2857 関越自動車道東松山ＩＣより約10分
東武東上線武蔵嵐山駅下車　徒歩約３０分

○ 嵐山町 http://www.ranzan-kanko.jp/bbq.html 嵐山渓谷の最下流にある嵐山渓谷バーベキュー場は、車や電車で都心から約1時間というアクセスのよさ
から、春から秋にかけて多くの方が訪れる施設です。バーベキュー場のある槻川の河原は、周りを緑に
囲まれた自然豊な場所です。施設内には、屋根付の野外炉（要予約）があり、雨の日でもバーベキュー
を楽しむことができます。
これまで多くのテレビ番組やドラマ等でロケに利用されています。

8：30～17：00 日～土 12月～3月中旬までは休業。ＧＷや夏休み中は大変
混雑します。

300台 嵐山町観光協会 比企郡嵐山町菅谷４４５－１嵐山町ふ
れあい交流センター２Ｆ

0493-81-4511 http://www.ranzan-kanko.jp

59 学校橋河原 ガッコウバシカワラ 比企郡嵐山町大字大蔵地内　他 関越自動車道東松山ＩＣより約10分 ○ 嵐山町  http://www.ranzan-kanko.jp/gakkobashi.html 学校橋河原は、春から秋にかけて多くの家族連れやグループがバーベキューや川遊びに訪れる場所で、
遠くに外秩父の山々を眺めることのできる自然豊かな場所です。広い河原では、これまで多くのロケが
行われています。

8：30～17：00 日～土 12月～3月中旬までは休業。ＧＷや夏休み中は大変
混雑します。

河原を含め約
300台

嵐山町観光協会 比企郡嵐山町菅谷４４５－１嵐山町ふ
れあい交流センター２Ｆ

0493-81-4511  http://www.ranzan-kanko.jp

60 埼玉県立歴史と民俗の博物館 サイタマケンリツレキシトミンゾクノハクブ
ツカン

さいたま市大宮区高鼻町4-219 東武野田線大宮公園駅より徒歩5分 ○ ○ さいたま市 http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/ 当館は、都会の中で貴重な自然が残る大宮公園内に位置し、近くには氷川神社や盆栽村など県内でも有
数の名所があります。昭和46年に竣工した建物は、建築家の故前川國男氏による設計で、周囲の環境と
調和し、静寂の中に落ち着いたたたずまいを見せております。また、敷地内にはケヤキやマツなどを配
した庭や竹林、縄文・弥生時代の復元住居などがあり、四季折々の景観が楽しめることから、地域の憩
いの場としても親しまれています。

9:00～16:30 月（休館日：た
だし休日の場合
は除く）

外観、エントランス、休憩コーナー等（ただし撮影
内容によっては不可）

20台 埼玉県立歴史と民俗の博物館 さいたま市大宮区高鼻町4-219 048-641-0890 http://www.saitama-rekimin.spec.ed.jp/

61 川越水上公園 カワゴエスイジョウコウエン 川越市池辺880 ＪＲ西川越駅から徒歩15分 ○ ○ ○ 川越市 https://www.parks.or.jp/kawagoesuijo/ プール・(管理釣り場)：全部で９種類のプールがあり、アクアスネークスライダーは県内最長。冬季は
管理釣り場になりマスやイトウを放流しています。
ボート池・紅葉：12月には、メタセコイヤの紅葉がみられます。
その他、花見でにぎわう約330本の桜並木や、バーベキュー場・フットサルコート・テニスコート・
フィットネスジム・ドッグランなどがあります。

終日 全日（プールは
期間中のみ全
日）

利用者に配慮すること
撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。
撮影可能場所：プール、フットサルコート、テニス
コート、バスケットハーフコート、ボート池、バー
ベキュー場、芝生広場など

2530台 川越公園管理事務所 川越市池辺880 049-241-2241 https://www.parks.or.jp/kawagoesuijo/

62 加須はなさき水上公園 カゾハナサキスイジョウコウエン　プール 加須市水深1722 加須ＩＣから約3ｋｍ ○ ○ ○ 加須市 http://www.parks.or.jp/koen_main/kazohanasaki-
suijo.html

200ｍの渚を持つさざなみプールやスライダープール等、６種類のプールがあり、夏季にはファミリーで
賑わいます。
プール以外の敷地には、鯉が棲む修景池や広い芝生広場があり、春には桜、秋にはメタセコイアの美し
い紅葉を楽しめます。
また、ミニアスレチックや水のせせらぎ（４月上旬から１１月上旬の土日に流れる）は、ちびっこに人
気。

8:30～18：00 全日（プールは
期間中のみ全
日）

月曜日は休園日となりますが、撮影利用は可能で
す。バーベキュー広場以外での火気使用は厳禁
撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。

1200台 加須はなさき公園 加須市水深1722 0480-65-7155 http://www.parks.or.jp/koen_main/kazohanasaki-
suijo.html

63 戸田公園 トダコウエン 戸田市戸田公園５－２７ ＪＲ戸田公園駅から徒歩1５分 ○ ○ 戸田市 http://www.parks.or.jp/koen_main/toda.html 昭和１５年にボート競技のため造成された全国でもまれな静水コース。東京オリンピックボート競技は
ここで開催されました。
夕暮れ時には水面に映る夕日が美しく、現代劇の映画やテレビドラマ、ＣＭのロケに多用されていま
す。

8:30～18：00 全日 撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。 114台 戸田公園管理事務所 戸田市戸田公園５－２７ 048-442-2424 http://www.parks.or.jp/koen_main/toda.html

64 所沢航空記念公園：芝生広場 トコロザワコウクウキネンコウエン 所沢市並木1-13 西武新宿線航空公園駅からすぐ ○ ○ ○ 所沢市 http://www.parks.or.jp/koen_main/tokorozawa-
kokuu.html

我が国初の飛行場跡地に造られた県営公園で園内には国産初の中型旅客機ＹＳ-11とＣ-46の実機が展示
されています。約50haの敷地には、テニスコート、茶室、日本庭園、約2,000人収容の野外ステージなど
があり、スポーツも文化活動も楽しめます。また、広い芝生広場、サクラや紅葉など、豊かな自然の中
で四季折々の花木を楽しむことができます。
航空発祥記念館では航空機のシミュレータ、大型映像館などがあります。

常時開放、夜間はライト
アップあり

全日 撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。 528台 所沢航空記念公園管理事務所 所沢市並木1-13 04-2998-4388

駐車場 お問い合わせ先

県内ロケーション対応施設検索一覧

NO ロケーション名称 フリガナ 住所 アクセス ジャンル選択 施設HP ロケーション情報 利用条件
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65 熊谷スポーツ文化公園 クマガヤスポーツブンカコウエン 熊谷市上川上３００ ＪＲ高崎線熊谷駅からバス15分 ○ ○ ○ 熊谷市 http://www.parks.or.jp/kumagaya 平成１６年開催の埼玉国体メイン会場。
第１種公認のスペックを備えた陸上競技場、全天候型のドーム、全国レベルの公式試合が開催できるラ
グビー場など、トップレベルの運動施設が集積しています。これらの施設は、プロスポーツの試合の
他、映画撮影にも多用されています。

6:00～21:30 全日 撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。 1354台 熊谷スポーツ文化公園管理事務所 熊谷市上川上３００ 048-526-2004

66 さいたま水族館・羽生水郷公園 サイタマスイゾクカン・ハニュウスイゴウコ
ウエン

羽生市三田ケ谷７５１－１ 東北自動車道羽生ＩＣから栗橋方面３㎞
羽生駅または加須駅から７㎞（タクシー利用で約１
５分）

○ ○ ○ 羽生市 http://www.parks.or.jp/suizokukan/ さいたま水族館は、埼玉県内に生息する淡水魚を中心に展示しています。ムサシトミヨ、ミヤコタナ
ゴ、ムジナモなど、希少生物も見ることができます。春・夏・秋と年３回特別展を開催しています。
羽生水郷公園は、水族館、菖蒲田、修景池など水を取り入れた施設を中心に整備。「水生植物園」「水
鳥の池」は、木道づたいに散策できます。夏には、、ミズカンナ、アサザやタヌキモなど他ではみるこ
とのできない水生植物が観察できます。

9:30～17:00 火～日 休館日月曜日（１２月～２月は月・火曜日、閉館時
間16:30まで）
撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。
行為許可使用料

625台 さいたま水族館 羽生市三田ケ谷７５１－１ 048-565-1010 https://www.parks.or.jp/suizokukan/

67 しらこばと水上公園 シラコバトスイジョウコウエン 越谷市大字小曽川９８５ 越谷駅からバス２０分 ○ ○ ○ 越谷市 https://www.parks.or.jp/shirakobatosuijo/ 広大な緑豊かな敷地内に１周３００mの流水プールをはじめ９種類のプールがそろっています。夏はプー
ル、秋からは管理釣り場として、一年中楽しめる公園です。

9:00～17:00 全日 撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。 1900台 しらこばと公園管理事務所 越谷市大字小曽川985 048-977-5111 https://www.parks.or.jp/shirakobatosuijo/

68 秋ヶ瀬公園 アキガセコウエン さいたま市桜区道場4-17 ＪＲ京浜東北線浦和駅よりバス10分 ○ ○ さいたま市 http://www.parks.or.jp/koen_main/akigase.html 荒川の河川敷に位置する公園です。100haの敷地に、テニスコートやサッカー場などのスポーツ施設と、
希少生物が棲む自然豊かな森が広がります。
映画の撮影、テレビドラマ・ＣＭ、雑誌の撮影などに多用されています。

8:30～17:00 月～金 月曜日は休館日となりますが、利用は可能です。こ
どもの森を利用、VTR県外１日で51,600円、スチー
ル県外１日で5,100円。火の使用は禁止

1000台 秋ヶ瀬公園管理事務所 さいたま市桜区道場4-17 048-865-7966 http://www.parks.or.jp/koen_main/akigase.html

69 みさと公園 ミサトコウエン 三郷市高州３丁目 ＪＲ武蔵野線三郷駅よりバス40分・東京外かく環状
道路三郷南ICより約2ｋｍ

○ ○ 三郷市 http://www.parks.or.jp/koen_main/misato.html 小合溜井のほとりに広がるのどかな公園です。対岸には、都立水元公園があります。
約400本の桜や、2,000株あまりのハナショウブなど、四季折々の花が楽しめます。

8:30～17:30 月～金 撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。
4月～10月（19：00まで利用可）

332台 みさと公園管理事務所 三郷市高州3丁目 048-955-2067 http://www.parks.or.jp/koen_main/misato.html

70 さいたま水上公園 サイタマスイジョウコウエン 上尾市日の出２丁目 ＪＲ高崎線上尾駅より徒歩30分 ○ ○ ○ 上尾市 https://www.parks.or.jp/saitamasuijo/ 武蔵野の面影を残す森の中に、6つの屋外プールと屋内プールがあります。 8：30～17：15 火～日 撮影形態、内容によって許可あるいは不許可になる
ので事前に相談のうえ申請してください。

1400台 財団法人埼玉県公園緑地協会上尾運動公
園管理事務所

上尾市日の出2丁目 048-773-6711 https://www.parks.or.jp/saitamasuijo/

71 上尾運動公園 アゲオウンドウコウエン 上尾市愛宕3-28-30 ＪＲ高崎線上尾駅から徒歩20分 ○ ○ ○ 上尾市 https://www.parks.or.jp/saitamasuijo/ 第２種公認の陸上競技場の他、体育館、テニスコートを備えたスポーツ公園です。 8：30～17：15 月～日（年末年
始を除く）

撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。体育
館、陸上競技場及びテニスコートは撮影行為許可に
あわせて、施設利用許可が必要、有料。撮影形態、
内容によって許可あるいは不許可になるので事前に
相談のうえ申請してください。

約300台 財団法人埼玉県公園緑地協会上尾運動公
園管理事務所

上尾市愛宕3-28-30 048-771-4245 https://www.parks.or.jp/saitamasuijo/

72 埼玉スタジアム２００２公園 サイタマスタジアムニマルマルニコウエン さいたま市緑区中野田５００ 埼玉高速鉄道線浦和美園駅から徒歩15分 ○ ○ ○ さいたま市 http://www.stadium2002.com/ アジア最大級のサッカー専用スタジアムを中心に、サブグラウンド３面、フットサルコート２面を有し
ています。スタジアムはその形の美しさから、ＣＭ、雑誌の撮影などに多用されています。

8:30～17:00 月～日 Ｊリーグ等大規模試合開催時は利用できません。 500台 埼玉スタジアム２００２事業推進本部 さいたま市緑区中野田５００ 048-812-2002 http://stadium2002.com

73 こども動物自然公園 コドモドウブツシゼンコウエン 東松山市岩殿554 東武東上線高坂駅からバス「動物園前」下車 ○ ○ 東松山市 http://www.parks.or.jp/sczoo/ 雑木林が生い茂る広大な丘陵の中にある動物園です。コアラやカピバラなど、子どもに人気の動物を間
近で見られます。
また、ピーターラビットの作者、ビアトリクス・ポターの資料館があります。その建物と庭は、まさに
メルヘンの世界です。

9：30～17：00 火～日 12月～2月は16：30まで　月曜日が祝日の場合開園
撮影を行う場合、撮影行為許可が必要、有料。

700台 こども動物自然公園 東松山市岩殿554 0493-35-1234 http://www.parks.or.jp/sczoo/

74 埼玉県県民健康福祉村 サイタマケンケンミンケンコウフクシムラ 越谷市大字北後谷82 ＳＲ・ＪＲ東川口駅から2.2ｋｍ　25分
東武伊勢崎線越谷駅よりバス20分（県民健康福祉村
行）

○ ○ ○ 越谷市 https://www.parks.or.jp/fukushimura/ 県民の健康づくりのため屋内、屋外に様々な施設が整備されています。 8：30～17：15 火～日 火気厳禁 600台 埼玉県県民健康福祉村 越谷市大字北後谷82 048-963-7111 https://www.parks.or.jp/fukushimura/

75 ＳＫＩＰシティＢ街区 スキップシティビーガイク 川口市上青木3-12-63 ＪＲ西川口駅よりバス9分、川口駅よりバス13分
外環自動車道川口西I.C.から約15分、首都高速川口
線新郷出入口から約15分

○ ○ ○ 川口市 オープンセットを建設した撮影が可能な約３．３ヘクタールの土地。都心から車で１時間以内の好立
地。撮影実績多数あります。

要相談 オープンセットの建設可（要事前調整）
撮影には使用許可申請書の提出が必要。
劇場公開映画、連続テレビドラマ等、埼玉県のＰＲ
に資するものが使用の条件。

325台 彩の国ビジュアルプラザ 川口市上青木3-12-63 048-265-2500 http://www.skipcity.jp

76 彩の国ビジュアルプラザ サイノクニビジュアルプラザ 川口市上青木3-12-63 ＪＲ西川口駅よりバス9分、川口駅よりバス13分
外環自動車道川口西I.C.から約15分、首都高速川口
線新郷出入口から約15分

○ ○ 川口市 http://www.skipcity.jp/ 彩の国ビジュアルプラザは、撮影から編集、発表まで一貫して行うことができる施設です。施設内のＨ
Ｄスタジオ、映像ホールも撮影で利用することが可能です。

要相談 要相談 ＨＤスタジオ、映像ホールでの撮影を希望される場
合は、連絡先が異なりますのでご注意ください。
●ＨＤスタジオ連絡先　TEL:048-265-2591
●映像ホール連絡先　TEL:048-265-2591

188台 彩の国ビジュアルプラザ 川口市上青木3-12-63 048-265-2500 http://www.skipcity.jp

77 彩の国ビジュアルプラザ　映像ホール サイノクニビジュアルプラザ　エイゾウホー
ル

川口市上青木3-12-63 西川口駅よりバス10分 ○ ○ 川口市 http://www.skipcity.jp/hall/ 定員３２５席のホールです。映画館や講演会などホールを舞台としたシーンでの撮影にご利用いただけ
ます。また、ＨＤスタジオと連動した収録も可能です。

9:00～21:00 火～日 有料。月曜日を希望の場合はご相談ください。 188台（5台ま
で無料）

彩の国ビジュアルプラザ 川口市上青木3-12-63 048-265-2591 http://www.skipcity.jp

78 彩の国ビジュアルプラザ　ＨＤスタジオ サイノクニビジュアルプラザ　エイチディー
スタジオ

川口市上青木3-12-63 西川口駅よりバス10分 ○ ○ 川口市 http://www.skipcity.jp/facilities/hdstudio/ 約７０坪(220㎡)、ホリゾント高７．２ｍのＨＤ収録対応の撮影スタジオ。映画・ドラマ内のテレビ局や
撮影所のシーンのロケセットとしてご利用いただけます。

10:00～18:00 月～日 有料。時間は応相談。 188台（10台ま
で無料）

彩の国ビジュアルプラザ 川口市上青木3-12-63 048-265-2544 http://www.skipcity.jp

79 ＳＬパレオエクスプレス エスエルパレオエクスプレス 熊谷市桜木町1－202－1 秩父鉄道　熊谷駅 ○ ○ 熊谷市 http://www.chichibu-railway.co.jp 21世紀を走る唯一のC58（しごはち）。昭和19年に製造、一時静態保存されていたが昭和63年の埼玉博に
て復活しました。

熊谷駅10時10分（土曜休
日）　熊谷駅10時12分
（平日）

■撮影に関する主な注意事項
1.撮影内容等により、費用がかかる場合がありま
す。
2.撮影時は、当社の現場立会者の指示に従ってくだ
さい。
3.また許可なく線路敷地内へ立入ることは、おやめ
ください。
4.以下の内容の撮影については、お断りいたしま
す。
・危険が伴う場合
・列車遅延等の要因となりかねない場合
・当社のイメージを著しく損なう恐れのある場合
・一般のお客様に著しく迷惑のかかる事が予想され
る場合
・撮影内容が公序良俗に反する場合

176台 秩父鉄道　営業推進課 熊谷市曙町1－1 048－523－3317 http://www.chichibu-railway.co.jp

80 長瀞ライン下り ナガトロラインクダリ 秩父郡長瀞町長瀞489－2 長瀞駅下車徒歩1分 ○ ○ 長瀞町 https://www.chichibu-railway.co.jp/nagatoro/boat.html長瀞観光の代表といえる長瀞ライン下り。自然が創り上げた渓谷美とスリルを存分に堪能できます。 9時から16時頃まで ※荒川の増水・渇水時には営業見合せ。
■撮影に関する主な注意事項
1.撮影内容等により、費用がかかる場合がありま
す。
2.撮影時は、当社の現場立会者の指示に従ってくだ
さい。
3.また許可なく線路敷地内へ立入ることは、おやめ
ください。
4.以下の内容の撮影については、お断りいたしま
す。
・危険が伴う場合
・列車遅延等の要因となりかねない場合
・当社のイメージを著しく損なう恐れのある場合
・一般のお客様に著しく迷惑のかかる事が予想され
る場合
・撮影内容が公序良俗に反する場合

長瀞駅20台、
ライン下り30
台

秩父鉄道長瀞ライン下り案内所 秩父郡長瀞町長瀞489－2 0494－66－0950 https://www.chichibu-
railway.co.jp/nagatoro/boat.html

81 和銅黒谷駅 ワドウクロヤエキ 秩父市黒谷412－4 秩父鉄道　和銅黒谷駅 ○ ○ 秩父市 http://www.chichibu-railway.co.jp 708年（慶雲5年）日本初といわれる自然銅（にきあかがね）が朝廷に献上された和銅奉献から1300年を
記念し、平成20年4月1日に駅名改称。外観もレトロ調に改修され、ホームには「和銅開珎」のモニュメ
ントが設置された。

始発から終列車まで ■撮影に関する主な注意事項
1.撮影内容等により、費用がかかる場合がありま
す。
2.撮影時は、当社の現場立会者の指示に従ってくだ
さい。
3.また許可なく線路敷地内へ立入ることは、おやめ
ください。
4.以下の内容の撮影については、お断りいたしま
す。
・危険が伴う場合
・列車遅延等の要因となりかねない場合
・当社のイメージを著しく損なう恐れのある場合
・一般のお客様に著しく迷惑のかかる事が予想され
る場合
・撮影内容が公序良俗に反する場合

無 秩父鉄道　　運輸課 熊谷市曙町1－1 048－523-3822 http://www.chichibu-railway.co.jp

82 長瀞駅 ナガトロエキ 秩父郡長瀞町長瀞529－1 秩父鉄道　長瀞駅 ○ ○ 長瀞町 http://www.chichibu-railway.co.jp 明治44年9月14日「宝登山駅」という名称で開業しました。大正12年7月7日に「長瀞駅」と駅名改称しま
した。駅舎は開業当時のまま残されており、関東の駅百選に認定されています。沿線を代表する観光地
長瀞の玄関。

始発から終列車まで ■撮影に関する主な注意事項
1.撮影内容等により、費用がかかる場合がありま
す。
2.撮影時は、当社の現場立会者の指示に従ってくだ
さい。
3.また許可なく線路敷地内へ立入ることは、おやめ
ください。
4.以下の内容の撮影については、お断りいたしま
す。
・危険が伴う場合
・列車遅延等の要因となりかねない場合
・当社のイメージを著しく損なう恐れのある場合
・一般のお客様に著しく迷惑のかかる事が予想され
る場合
・撮影内容が公序良俗に反する場合

長瀞駅20台 秩父鉄道　　運輸課 熊谷市曙町1－1 048－523-3822 http://www.chichibu-railway.co.jp

83 三峰口駅 ミツミネグチエキ 秩父市荒川白久１６２５ 秩父鉄道　三峰口駅 ○ ○ 秩父市 http://www.chichibu-railway.co.jp 昭和5年3月15日開業。駅構内には創立90周年を記念につくられた、「秩父鉄道車両公園」があり、当社
で活躍していた電気機関車などが保存されているます。また、関東の駅百選にも認定されています。SL
転車台もあります。

始発から終列車まで（車
両公園は9時から16時ま
で）

■撮影に関する主な注意事項
1.撮影内容等により、費用がかかる場合がありま
す。
2.撮影時は、当社の現場立会者の指示に従ってくだ
さい。
3.また許可なく線路敷地内へ立入ることは、おやめ
ください。
4.以下の内容の撮影については、お断りいたしま
す。
・危険が伴う場合
・列車遅延等の要因となりかねない場合
・当社のイメージを著しく損なう恐れのある場合
・一般のお客様に著しく迷惑のかかる事が予想され
る場合
・撮影内容が公序良俗に反する場合

三峰口駅10台 秩父鉄道　　運輸課 熊谷市曙町1－1 048－523-3822 http://www.chichibu-railway.co.jp

84 さいたまスーパーアリーナ サイタマスーパーアリーナ さいたま市中央区新都心８番地 JRさいたま新都心駅下車徒歩すぐ/高速埼玉大宮線
新都心Ｉ．Ｃ．出てすぐ

○ さいたま市 https://www.saitama-arena.co.jp/arena/ 音楽・スポーツ・産業・文化など多様なイベントに対応する最新の設備を備えた全国を代表する施設。
この近代的な建物の内外で、年間を通して多数のＴＶドラマや映画の撮影を行っています。

8:00～20:00 要相談 基本的にはイベント、作業等がない場合、撮影が可
能です。時間は上記以外にも延長料金にて受け付け
ます。詳しくはＨＰ参照。

要相談 (株)さいたまアリーナ　総務部総務課 さいたま市中央区新都心８番地 048-600-3001 http://www.saitama-arena.co.jp

85 さいたま新都心けやきひろば サイタマシントシンケヤキヒロバ さいたま市中央区新都心１０番
地

JRさいたま新都心駅下車徒歩すぐ/高速埼玉大宮線
新都心Ｉ．Ｃ．出てすぐ

○ さいたま市 https://www.saitama-arena.co.jp/arena/ さいたま新都心の中心に位置する賑わいとふれあいの空間です。さいたまスーパーアリーナに隣接し、
JRさいたま新都心駅につながる2階の人工地盤上に埼玉県の木けやきが立ち並び、新しい自然の空間を創
出します。

8:00～20:00 要相談 基本的にはイベント、作業等がない場合、撮影が可
能です。時間は上記以外にも延長料金にて受け付け
ます。詳しくはＨＰ参照。

要相談 (株)さいたまアリーナ　総務部総務課 さいたま市中央区新都心８番地 048-600-3001 http://www.saitama-arena.co.jp

86 旧南川小学校 ｷｭｳﾐﾅﾐｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ 飯能市大字南川154 西武池袋線西吾野駅から徒歩25分。
車：圏央道狭山・日高ICから50分

○ 飯能市 http://www.city.hanno.saitama.jp/ 昭和12年建築の木造校舎。平成5年廃校。 9:00～17:00 平日 老朽化が進んでいるため要相談。校舎、廊下、教室
（机、イスなし）

有 飯能市ロケーションサービス 飯能市双柳1-1 042-973-2111 http://www.city.hanno.saitama.jp/soshiki/18-3-2-0-
0_6.html

87 旧北川小学校 キュウキタガワショウガッコウ 飯能市大字北川620 西武池袋線西吾野駅から徒歩40分。
車：圏央道狭山・日高ICから60分

○ 飯能市 http://www.city.hanno.saitama.jp/ 大正10年建築の木造校舎。平成5年廃校。 9:00～17:00 平日 校舎（外観のみ） 有 飯能市ロケーションサービス 飯能市双柳1-1 042-973-2111 http://www.city.hanno.saitama.jp/soshiki/18-3-2-0-
0_6.html

88 飯能河原 ハンノウガワラ 飯能市大字久下 西武池袋線飯能駅から徒歩15分。
車：圏央道狭山・日高ICから20分

○ ○ 飯能市 http://www.city.hanno.saitama.jp/ 川遊びでにぎわう市街地の近くにある広大な河原です。 有（要相談） 飯能市ロケーションサービス 飯能市双柳1-1 042-973-2111 http://www.city.hanno.saitama.jp/soshiki/18-3-2-0-
0_6.html

89 吾妻峡 アヅマキョウ 飯能市大字大河原 西武池袋線飯能駅から徒歩40分。
車：圏央道狭山・日高ICから25分

○ 飯能市 http://www.city.hanno.saitama.jp/ 自然の林に囲まれた河原。現代建築物は見えません。 有（要相談） 飯能市ロケーションサービス 飯能市双柳1-1 042-973-2111 http://www.city.hanno.saitama.jp/soshiki/18-3-2-0-
0_6.html

90 旧中澤医院 キュウナカザワイイン 本庄市千代田4-1-3 ＪＲ高崎線本庄駅より車10分 ○ ○ 本庄市 終戦後の貴重な建物。既に代替わりし、別場所にて開院のため、現在は空です。 要相談 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
91 財団法人本庄国際リサーチパーク推進機構 ザイ）ホンジョウコクサイリサーチパークス

イシンキコウ
本庄市西富田大久保山1011-3 上越新幹線「本庄早稲田駅」から徒歩３分 ○ 本庄市 http://www.howarp.or.jp 産学官の連携拠点。珍しい外観の為、貸スペース以外の部分についてもお借りしています。 要相談 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp

92 ウニクス上里 ウニクスカミサト 児玉郡上里町七本木2272-1 ＪＲ高崎線本庄駅よりバス1２分 ○ 上里町 http://www.unicus-sc.jp/kamisato/index.html 郊外型ショッピングセンター。 要相談 1383台 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
93 ユナイテッド・シネマ　ウニクス上里 ユナイテッド・シネマ　ウニクスカミサト 児玉郡上里町七本木2272-1 ＪＲ高崎線本庄駅よりバス1２分 ○ 上里町 http://www.unitedcinemas.jp/kamisato/index.html ウニクス上里内にある映画館。 要相談 1383台 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
94 株式会社橋本商店　採石場 カ）ハシモトショウテン　サイセキジョウ 本庄市児玉町太駄 ＪＲ高崎線本庄駅より車30分 ○ 本庄市 旧児玉町の山奥です。 要相談 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
95 本庄総合公園体育館（シルクドーム） ホンジョウソウゴウコウエンタイイクカン

（シルクドーム）
本庄市北堀433 ＪＲ高崎線本庄駅より車10分 ○ ○ 本庄市 埼玉インターハイの女子バスケ会場。 要相談 総合公園駐車

場利用
彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp

96 埼玉グランドホテル深谷　チャペル サイタマグランドホテルフカヤ　チャペル 深谷市西島町1-1-13 ＪＲ高崎線深谷駅より徒歩３分 ○ ○ 深谷市 http://www.saitamagrandhotel.com/fukaya/ おしゃれなチャペルです。 要相談 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
97 本庄総合公園 ホンジョウソウゴウコウエン 本庄市北堀433付近 ＪＲ高崎線本庄駅より車７分 ○ ○ 本庄市 本庄を代表する公園です。 要相談 総合公園駐車

場利用
彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp

98 サンデンコミュニケーションプラザ サンデンコミュニケーションプラザ 本庄市沼和田961 ＪＲ高崎線本庄駅より車10分 ○ 本庄市 https://www.sandenba.co.jp/publics/index/85/ 企業が所有する研修施設ですが、他にも貸し出しをしています。 要相談 １００台 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp

99 埼玉県秩父高原牧場 サイタマケンチチブコウゲンボクジョウ 東秩父村坂本２９５１ 関越自動車道嵐山小川ＩＣから20ｋｍ ○ ○ 東秩父村 http://www.pref.saitama.lg.jp/kogen-
bokujo/index.html

彩の国ふれあい牧場。平成９年に秩父高原牧場の一部を整備して、県民に広く開放されたエリアとして
開場しています。

9:00～17:00 月～金 ・撮影場所・撮影内容の決定には事前調整が必要
・牧場のＰＲになる作品のみ撮影可。
・火気厳禁。

１５０台 埼玉県秩父高原牧場 東秩父村坂本２９５１ 0494-65-0311 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0920/index.
html

100 春日部市男女共同参画推進センター（ハーモニー春
日部）

カスカベシダンジョキョウドウサンカクスイ
シンセンター

春日部市緑町３－３－１７ 春日部駅東口よりバス10分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-
annai/category_search/kyouiku/harmony.html

男女共同参画社会の実現を目指す拠点施設として平成１１年に建築されました。 9:00～17:00 月・祝日（閉館
日）

開館日も利用者の予約状況によって利用は可能。 30台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111
（内線3315）

101 加治丘陵と桜山展望台 カジキュウリョウトサクラヤマテンボウダイ 入間市下谷ヶ貫925-8　周辺 入間市駅南口よりバス(金子駅行き・青梅行き)中神
14分降車後徒歩約10分

○ 入間市 http://www.city.iruma.saitama.jp/shisetsu/shisetsu_others/shisetsu_others06.html標高140～250mの丘陵。雑木林と植林が多く、オオタカやコミヤマスミレなど、貴重な生きものたちが生
息しています。この中にある旧サイクリングコースは、現在、ハイキングコースとして親しまれていま
す。桜山展望台は、旧サイクリングの南コースにあり、360度の大パノラマが開け、富士山はもちろん、
秩父の山並み、新宿のビル群などが見え、南側、眼下には広大な茶畑が一面に広がり、四季折々の自然
が楽しめます。

特になし 展望台　解放時間
4月～9月　　9：00～17：30
10月～３月　9：00～16：30
但し、年末年始は夜間特別解放あり。

30台 入間市環境経済部みどりの課 入間市豊岡1-16-1 04-2964-1111 http://www.city.iruma.saitama.jp/event/midori_size
n/kaji_kyuryo/kajikyuryo_midokoro.html

102 狭山丘陵とさいたま緑の森博物館 サヤマキュウリョウトサイタマミドリノモリ
ハクブツカン

入間市宮寺889-1周辺 小手指駅南口よりバス(箱根ヶ崎行き)荻原25分降車
後徒歩約10分

○ 入間市 http://saitama-midorinomori.jp/ 四季それぞれに自然が楽しめる狭山丘陵。キツネ、ホタル、トンボ、ヒメザゼンソウなどの多様な動植
物が生息しています。この周囲は、さいたま緑の森博物館として、自然観察コースなどが設けられてい
て、四季折々の自然が出迎えてくれます。

特になし 案内事務所　開館時間
3月～11月　　9：00～17：00
12月～2月　　9：00～16：00
月曜日は休館日

10台 さいたまみどり博物館案内所
入間市環境経済部みどりの課

入間市豊岡1-16-1 04-2934-4396 http://saitama-midorinomori.jp/

103 入間川堤 イルマガワヅツミ 入間市仏子603-1 仏子駅より徒歩10分 ○ 入間市 中橋上流の堤防に、約３００ｍにわたって続く桜並木は、昭和４２～４３年にかけて植えられ、満開時
には桜のトンネルができます。また、中橋からは遠くに秩父連山、手前には入間川、また川岸で釣りを
楽しむ人々が望めます。上橋は、欄干の形や高さに工夫を凝らし、周囲の景色に溶け込むようにしたほ
か、中央に見晴らし台が設置されています。その袂には樹齢４００年を越えるケヤキが聳え立ちます。

なし 埼玉県飯能県土整備事務所 0429-73-2281

104 霞川堤 カスミガワヅツミ 入間市豊岡2丁目～黒須2丁目あ
たり

入間市駅より徒歩10分 ○ 入間市 豊高橋から大和橋まで１００本以上の桜が立ち並び、川にはたくさんの鯉が泳いでいます。 なし 埼玉県飯能県土整備事務所 0429-73-2281

105 愛宕公園 アタゴコウエン 入間市豊岡3丁目10 入間市駅より徒歩約15分 ○ 入間市 http://www.city.iruma.saitama.jp/event/kankou/keikan50/keikan50_t08.html奥秩父産の自然石で石組みされた「滝」と「いるま池」を中心に芝生広場、休憩所等があり、県内でも
数少ない日本庭園づくりの公園です。

特になし 駐車場開閉時間あり 30台 入間市環境経済部みどりの課 入間市豊岡1-16-1 04-2964-1111 http://www.city.iruma.saitama.jp/event/kankou/k
eikan50/keikan50_t08.html

106 彩の森入間公園 サイノモリイルマコウエン 入間市向陽台2丁目地内 入間市駅から徒歩約15分 ○ ○ 入間市 https://www.seibu-la.co.jp/sainomori/ 芝生と樹木、池のバランスが非常に美しい公園です。チューリップ、スイレン、コスモスなど四季折々
の花が楽しめます。

9:00～17:00 全日 駐車場　3月～11月　6：00～19：00
12月～2月　6：00～17：30

213台 彩の森入間公園管理センター 入間市向陽台２丁目地内 04-2960-1664 https://www.seibu-la.co.jp/sainomori/

107 入間市博物館ＡＬＩＴ イルマシハクブツカンアリット 入間市二本木１００ 入間市駅よりバスで20分 ○ 入間市 http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/ 入間市博物館は別名「お茶の博物館」。約４．５ｈａと広大な館庭には滝や池、茶室「青丘庵」があり
ます。

9:00～17:00 月曜日、祝日の
翌日、年末年始
を除く毎日

休館日以外は利用可能。ただし、場所によっては施
設利用者及び来場者の状況により要相談。

約120台 入間市博物館ＡＬＩＴ 入間市二本木100 04-2934-7711 http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/

108 旧石川組製糸西洋館（入間市西洋館） キュウイシカワグミセイシセイヨウカン（イ
ルマシセイヨウカン）

入間市河原町１３－１３ 西武池袋線「入間市駅」北口から徒歩7分 ○ ○ 入間市 http://www.city.iruma.saitama.jp/event/bunkazai/se
iyokan_sekai.html

大正10年上棟の重厚感ある洋館。外観は煉瓦を模したタイル貼りで、館内は応接室や食堂、客室といっ
た部屋があり、部屋ごとに特色のある天井や床の造形、照明器具で彩られています。玄関ホールの大理
石製の暖炉、一木で作られた階段の手すり、海外から取り寄せた特注の調度品などは、石川組製糸が製
糸業で蓄財した富の大きさを物語っています。

9:00～21:00 平日 使用方法・使用条件がありますのでお問合せ下さ
い。

敷地内に駐車
できます

入間市博物館文化財担当 入間市二本木100番地 04-2934-7711 http://www.alit.city.iruma.saitama.jp/

109 さんかくはし サンカクハシ 入間市豊岡1-6 入間市駅より徒歩8分 ○ 入間市 入間市の中心市街地にあり、サイオス・ｉｐｏｔ・まるひろの三つの商業ビルを結ぶペデストリアン
デッキ。夜間には、ネオンに浮かんで都会の風景を醸し出しています。

２４時間いつでも なし 入間市建設部道路管理課 入間市豊岡1-16-1 04-2964-1111
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市町村名 時間 曜日 その他 名称 住所 TEL URL
駐車場 お問い合わせ先NO ロケーション名称 フリガナ 住所 アクセス ジャンル選択 施設HP ロケーション情報 利用条件

110 騎西町役場庁舎 キサイマチヤクバチョウシャ 加須市騎西36-1 加須駅よりバス15分 ○ ○ 加須市 加須市騎西総合支所の本庁舎。 9:00～17:00 土、日 50台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
111 玉敷神社 タマシキジンジャ 加須市騎西540-4 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 神楽殿：天保7年(1836)建立で三方吹き抜け式の茅葺き建築でここで奉納される神楽は国指定無形民俗文

化財
本殿：江戸時代、騎西領48カ村の総鎮守として、崇敬。

9:00～18:00 月～日 30台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111

112 騎西町総合体育館・公園 キサイマチソウゴウタイイクカン・コウエン 加須市外川355 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 敷地面積55,000㎡  芝生広場及びバレーコート4面の2階建の体育館 9:00～21:00 月～日 150台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111

113 騎西城 キサイジョウ 加須市根古屋633-10 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 昭和50年築の3階建です。 9:00～17:00 月～日 50台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
114 株式会社釜屋 カマヤ 加須市騎西1162 加須駅よりバス15分 ○ ○ 加須市 寛延元年創業の酒蔵。酒蔵などの歴史を感じる建物があります。 9:00～21:00 火～土 30台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
115 キャッスルきさい キャッスルキサイ 加須市根古屋633-10 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 図書館、会議室等を備えた公共施設です。 9:00～21:00 月～日 50台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
116 小島染織工業株式会社 コジマセンショクコウギョウカブシキガイ

シャ
羽生市神戸642-2 東武伊勢崎線南羽生駅より徒歩１５分 ○ 羽生市 http://www.kojimasenshoku.com/ 明治５年創業の藍染めを中心とする染色と織物の工場。昭和初期の建築であるのこぎり屋根の工場建物

や、古い力織機等が特徴です。
8:00～17：00 月～金 上記は工場稼働時間。それ以外の時間は工場不稼動

でもよければ、撮影可能。
１０台（休日
は３０台）

小島染織工業株式会社 羽生市神戸642-2 048-561-3751 http://www.kojimasenshoku.com/

117 清水酒造株式会社 シミズシュゾウ 加須市戸室1006 ○ ○ 加須市 創業は明治初年。木造の酒蔵を覆うかのように、ケヤキなどが落ち着いた景観を見せます。 9:00～17:00 月～土 20台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
118 埼玉県環境科学国際センター サイタマケンカンキョウカガクコクサイセン

ター
加須市上種足914 加須駅よりバス20分 ○ 加須市 自然環境の研究施設及び展示室です。 9:00～17:00 月～日 50台 環境科学国際センター 加須市上種足914 0480-73-8331

119 種足ふれあいの森 タナダレフレアイノモリ 加須市上種足914 加須駅よりバス20分 ○ 加須市 埼玉県環境科学国際センターに隣接する林・田・池などの生態園です。 9:00～17:00 月～日 50台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
120 田ｹ谷サン・スポーツランド タガヤサンスポーツランド 加須市上崎2080-1 ○ 加須市 野球場・テニスコート・木製遊具を備えた公園。敷地面積37,000㎡です。 9:00～21:00 月～日 100台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
121 玉敷公園 タマシキコウエン 加須市騎西540-4 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 玉敷神社に隣接し、藤棚5棚　藤の本数30本　敷地面積16,000㎡で藤は県指定天然記念物です。 9:00～21:00 月～日 30台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
122 騎西中央公園 キサイチュウオウコウエン 加須市騎西961 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 野球場・テニスコート3面を備えた公園。敷地面積30,000㎡です。 9:00～21:00 月～日 30台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
123 種足野通川土地改良区 タナダレヤドオリガワトチカイリョウク 加須市上種足 加須駅よりバス25分 ○ 加須市 240haの水田地帯で、田んぼの1枚1haの大区画に整備した広大な田園風景です。 9:00～21:00 月～日 無 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
124 騎西町商店街 キサイマチショウテンガイ 加須市騎西1316 加須駅よりバス15分 ○ ○ 加須市 延長1㎞の商店街です。 9:00～21:00 月～日 100台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
125 あじさいロード アジサイロード 加須市外川355 加須駅よりバス15分 ○ 加須市 藤とあじさいで結ぶ約1.5㎞の遊歩道。沿道には約1万本のあじさいが植えられています。 9:00～21:00 月～日 150台 加須市騎西総合支所環境経済課産業担当 加須市大字騎西36-1 0480-73-1111
126 春日部市児童センターエンゼル・ドーム カスカベシジドウセンターエンゼル・ドーム 春日部市牛島371-1 東武伊勢崎線春日部駅からバス下車（樋堀西）から

徒歩１０分
東武野田線藤の牛島駅より
徒歩１０分

○ ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/fukushi/angel_dome/index.htmlこども達が健全な遊びを通して健康を増進し情操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設として設
置されました。

10:00～18:00 火 火曜日が休館日となります。
それ以外の撮影は相談ください

91台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

127 庄和総合公園 ショウワソウゴウコウエン 春日部市金崎 南桜井駅より徒歩25分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/kouen/showa-sogo/sh-s-kouen.html約１４ｈａの広々とした公園で、野球、池、多目的広場、体育館、アスレチック、バーベキュー施設な
どがあり、支所庁舎も隣接し、市民の憩いの場となっています。

無休 270台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

128 内牧公園 ウチマキコウエン 春日部市内牧２７３５番地１ 春日部駅西口バス春日部エミナース行き下車10分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/kouen/uchimaki/uchimaki.html約８．７ｈａの広々とした公園で、アスレチック広場、バーベキュー広場、ピクニック広場、多目的広
場等があり市民の憩い場となっています。

無休 277台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

129 内牧黒沼公園 ウチマキクロヌマコウエン 春日部市内牧２９４１番地 内牧公園より徒歩数分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/kouen/u-kuronuma.html約1.4ｈａの中に蓮池、トンボ池、菖蒲田・アイリス畑、ホタル小屋等があり市民の憩いの場所となって
います。

無休 内牧公園の駐
車場使用

春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

130 庄和総合支所 ショウワソウゴウシショ 春日部市金崎839-1 東武野田線南桜井駅より徒歩20分 ○ ○ 春日部市 https://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/shiyakusho/showasogo/showasogoshisho.html春日部市の支所庁舎（旧庄和町役場庁舎）。庄和総合公園に隣接し、平成3年12月に建築されました。 8：30～17：15 月～日 月～金は、利用者のいない場所のみ撮影可能。 200台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

131 春日部市総合体育館｢ウイング・ハット春日部」 カスカベシソウゴウタイイクカン「ウイン
グ・ハットカスカベ」

春日部市谷原新田1557-1 東武伊勢崎線「せんげん台」駅よりバス15分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/kouen/wing-hat.html平成14年に完成した、バレーボールコート4面分のメインアリーナを有する体育館。平成16年度国体・平
成20年度全国高校総体卓球会場として使用されました。

8:30～22：00 月～日 上記以外の時間帯も相談可能。日時については、
3ヶ月前から利用者の予約が入ることから要相談。
（有料施設）

200台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線7757）

132 春日部市牛島野球場 カスカベシウシジマヤキュウジョウ 春日部市牛島626 東武野田線「藤の牛島」駅より徒歩15分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/kouen/ushijima-baseball.html平成元年に完成した照明付き野球場。平成16年度国体軟式野球会場として使用されました。 9:00～21:15 月～日 12月～3月は休場期間。日時については、3ヶ月前か
ら利用者の予約が入ることから要相談。（有料施
設）

120台 春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

133 春日部市庄和球場 カスカベシショウワキュウジョウ 春日部市金崎759 東武野田線「南桜井」駅より徒歩20分 ○ 春日部市 http://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/kouen/showa-sogo/sho-wa-baseball.html昭和60年に完成した野球場。平成16年度国体軟式野球会場として使用されました。 9：00～17：00 月～日 12月～3月は休場期間。日時については、3ヶ月前か
ら利用者の予約が入ることから要相談。（有料施
設）

140台（総合公
園駐車場と併
用）

春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

134 道の駅「庄和」 ミチノエキショウワ 春日部市上柳995 東京から国道４号線で約１時間 ○ 春日部市 https://www.city.kasukabe.lg.jp/shisetsu-annai/category_search/koutsuu/michinoeki-showa.html国道４号バイパス沿いの肥沃な農地と屋敷林が織りなす田園風景の中に、平成17年3月27日にオープンし
ました。

9～19：00 1月１日・２日休館。
他に臨時休館日あり。

普通車 １６０
台・大型車４
０台・障害者
用２台

春日部市役所商工観光課 春日部市中央６－２ 048-736-1111（内
線3315）

135 野川染織工業株式会社 ノガワセンショクカブシキカイシャ 羽生市須影８７８ 東武伊勢崎線南羽生駅より徒歩１０分 ○ 羽生市 http://www.bushuichi.com/index.html 昭和２年建築の乾燥工場（元糊付け工場）。昭和３０年建築の染色工場。昭和３５年建築の織布工場は
１０棟もの屋根を持つ典型的なのこぎり型。

9:00～17:00 月～金 外観のみ撮影可 １０台 野川染織工業株式会社 羽生市須影８７８ 048-561-0368 http://www.bushuichi.com/index.html

136 有限会社中島染工場 ユウゲンガイシャナカジマセンコウジョウ 羽生市小松２２３ 東武伊勢崎線羽生駅　　　　　　　（タクシー約５
分）

○ 羽生市 http://www.izome.jp/ 埼玉県伝統工芸モデル工場にも指定されており、また昔ながらの糸染め風景、建築物が存在していま
す。

要相談 バス１０台、
乗用車３０台

㈲中島染工場 羽生市小松２２３ 048-561-3358 http://www.izome.jp/

137 所沢市民文化センター「ミューズ」 トコロザワシミンブンカセンター「ミュー
ズ」

所沢市並木1-9-1 西武新宿線航空公園駅より徒歩約10分 ○ ○ 所沢市 http://www.muse-tokorozawa.or.jp 国内最大級のパイプオルガンを備えた靴箱型のシンフォニーホール（大ホール）、馬蹄形の演劇ﾎｰﾙ（中
ホール）、室内楽を目的としたｻﾛﾝ風のホール（小ホール）、ギャラリーホール（展示室）を中心とした
複合施設。敷地内には噴水やベンチ、レストランのある広場もあります。隣には航空記念公園がありま
す。

9:00～21:30 月～日 大・中・小ﾎｰﾙ、展示室、情報市場、管理棟、広
場、ﾚｽﾄﾗﾝ棟、その他。

350台 財団法人所沢市文化振興事業団 所沢市並木1-9-1 04-2998-6000 http://www.muse-tokorozawa.or.jp

138 所沢プロペ商店街 トコロザワプロペショウテンガイ 所沢市日吉町8-10 西武池袋線・新宿線所沢駅よりすぐ ○ 所沢市 所沢駅西口駅前から北東に延びる商店街。多くの店舗が並び、いつも歩行者であふれ活気があります。
カラー舗装、フルカラービジョン、名称に因んだ飛行機のイメージのアーチ、街路灯、レリーフなどが
あります。

参考：12:00～19:00は通
行規制あり。

要相談。道路使用許可証必要。お客に迷惑をかけな
いこと。

約100台（日栄
会協同組合駐
車場）

所沢プロペ商店街振興組合 所沢市日吉町8-10 04-2928-2623

139 所沢ファルマン通り商店街 トコロザワファルマンドオリショウテンガイ 所沢市東町12-14 西武池袋線・新宿線所沢駅より徒歩5分 ○ ○ 所沢市 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/kuroobi/tokor
ozawafaruman.html

プロペ商店街の北側に続く商店街。毎年冬になるとLEDを使って通りがライトアップされる「ファルマン
スターライトファンタジア」を開催しています。

要相談 約100台（日栄
会協同組合駐
車場）

所沢市市民経済部商工労政課 所沢市並木１－１－１ 04-2998-9155

140 トコロード トコロード 所沢市和ヶ原1丁目 西武池袋線狭山ヶ丘駅より徒歩5分 ○ 所沢市 昔ながらの商店街。肉屋、花屋、電器屋、金物屋、八百屋など、バラエティに富んだお店が並んでいま
す。街灯にはトコロードのキャラクター「トコちゃん」がデザインされています。

要相談 0台（近くに市
営駐車場有）

所沢市市民経済部商工労政課 所沢市並木１－１－１ 04-2998-9155

141 盃横丁 サカズキヨコチョウ 所沢市御幸町2･3丁目 西武池袋線・新宿線所沢駅より徒歩10分 ○ 所沢市 １０数件の小さな飲み屋街。昭和の夜の面影が残ります。横丁の入り口には「男はつらいよ　望郷編」
の看板があります。

要相談 0台（近くに市
営駐車場有）

所沢市市民経済部商工労政課 所沢市並木１－１－１ 04-2998-9155

142 所澤神明社 トコロザワシンメイシャ 所沢市宮本町1-2-6 西武池袋線・新宿線所沢駅より徒歩15分 ○ ○ 所沢市 http://www.shinmeisha.or.jp/ 旧所沢町の鎮守。元旦祭の熊手市や6月第1日曜日の人形供養祭が有名。その他市内で一番大きいケヤキ
や歌碑、人形殿等があります。

お宮の中は禁止。その他要相談 あり 所澤神明社 所沢市宮本町1-2-6 04-2922-3919 http://www.shinmeisha.or.jp/

143 多聞院 タモンイン 所沢市中富1501 関越自動車道所沢ICから約5㎞ ○ ○ 所沢市 三富開拓民の祈願所として創建。武田信玄の守り本尊であったという毘沙門天が祀られている毘沙門堂
もあります。5月の寅まつりやぼたん、紅葉等が有名です。

要相談 50台 多聞院 所沢市中富1501 04-2942-0814

144 狭山スキー場 サヤマスキージョウ 所沢市上山口2167 西武狭山線西武球場前駅よりすぐ ○ 所沢市 https://www.seibu-leisure.co.jp/ski_web/ 関東地方で唯一の造雪機による屋内人工スキー場。コース全長320m、コース幅30mです。 要相談 月～日 ゲレンデ、リフト、その他（要相談） 700台 西武レクリエーション株式会社 販売促進
部

所沢市くすのき台1-11-2 04-2926-3095

145 西武園ゆうえんち セイブエンユウエンチ 所沢市山口2964 西武新宿線・多摩湖線西武遊園地駅または西武山口
線遊園地西駅よりすぐ、西武西武園線西武園駅から
徒歩5分

○ ○ 所沢市 https://www.seibu-leisure.co.jp/amusementpark/index.html緑にあふれる広い敷地に多彩なアトラクションを揃えた遊園地。園内にはハローキティメルヘンタウン
もあります。また、夏季にはプールや花火大会があり、冬季にはアイススケートや雪遊び、ニジマス釣
りができます。春には桜も楽しめます。

アトラクション（遊戯物）、プール（夏季）、ニジ
マス釣り場（季節営業）、スケート（冬季）、レス
トラン、その他（要相談）

1200台 西武レクリエーション株式会社 販売促進
部

所沢市くすのき台1-11-2 04-2926-3095

146 西武園ゴルフ場 セイブエンゴルフジョウ 所沢市荒幡 西武新宿線西武園駅北口よりシャトルバス運行、関
越自動車道所沢IC.から11km

○ 所沢市 http://www.princehotels.co.jp/golf/seibu-
en/index.html

武蔵野の美しい松林に囲まれた狭山丘陵の一画に広がる交通の便に恵まれたコース。近代的な建物のク
ラブハウスにはコンペルーム18室を備えます。

最終組スタート後。その
他要相談

メンテナンスク
ローズ日を除く
（不定休）※要
確認

各ホール、クラブハウス、その他（要相談） 110台 西武レクリエーション株式会社 販売促進
部

所沢市くすのき台1-11-2 04-2926-3095

147 西武ドーム セイブドーム 所沢市上山口2135 西武狭山線西武球場前駅よりすぐ ○ 所沢市 https://www.seibulions.jp/stadium/ プロ野球埼玉西武ライオンズのホームグラウンド。イベントも開催されます。屋根をV字柱で支え、全周
に壁のない明るく開放的な空間となっています。

プロ野球公式戦
開催日及び会場
貸しイベント開
催日は利用不可

グラウンド、スタンド、レストラン（２店舗）、
Ｃ、Ｄ駐車場、西武サッカーパーク（Ｃ駐）、その
他（要相談）

1700台（Ｂ、
Ｃ、Ｄ駐車場
合計）

西武レクリエーション株式会社 販売促進
部

所沢市くすのき台1-11-2 04-2926-3095

148 ゆり園 ユリエン 上山口2227 西武狭山線西武球場前駅よりすぐ ○ ○ 所沢市 https://www.seiburailway.jp/guide/rec/yurien/ 約３万㎡の敷地に５０種約４５万株のユリが植栽されています。『自然散策コース』(約1,000m)と 『ら
くらく観賞コース』(100m)があり、森林浴をしながら楽しめます。

営業期間内
（6/上旬～７/
中旬）

園内 450台（Ｄ駐車
場）

西武レクリエーション株式会社 販売促進
部

所沢市くすのき台1-11-2 04-2926-3095

149 埼玉県立大学 サイタマケンリツダイガク 越谷市三野宮820 車：東京外環自動車道草加ICより30分、東北自動車
道浦和ICより30分
電車：東武伊勢崎線せんげん台駅よりバス5分

○ ○ ○ 越谷市 http://www.spu.ac.jp/ 建物はガラス張りで清潔感のある近代建築で、大規模な吹き抜けのギャラリー、天井・壁面が白色の通
路、空中通路があり、大学や研究所として利用可能です。
階段教室や講堂、図書館、体育館、グラウンドがあります。実習用の病室もあり、病院としてロケー
ションに利用可能です。屋外の芝生と木製床の広大なスペースは、公園や中庭のロケーションに利用可
能です。敷地内の建物外周道路は100m以上の直線道路があり車両の走行が可能です。

7：00～23：00 (撤収ま
で含めた時間)

土、日、祝（休
日開講日は不
可）

・春・夏期休業期間は平日も可能
・利用料
　ムービー：40,000円／時間
　スチール：25,000円／時間

１00台 公立大学法人 埼玉県立大学事務局　情
報・施設管理担当

越谷市三野宮820 048-973-4306 https://www.spu.ac.jp/

150 高坂丘陵１号公園（松風公園） タカサカキュウリョウイチゴウコウエン（マ
ツカゼコウエン）

東松山市松風台７番 東武東上線高坂駅西口よりバス白山台・松風台経由
東京電機大学行10分

○ 東松山市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/park/search/area/takasakakyuryo/1472787754370.html公園内の山際から湧き水が流れ、「地獄坊」という名前の沼までせせらぎでつながった、水と緑の公園
です。

申請手続及び使用料が必要 無 東松山市環境産業部みどり公園課 東松山市松葉町1-1-58 0493-63-5001 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/park/search
/area/takasakakyuryo/1472787754370.html

151 高坂丘陵2号公園（千年谷公園） タカサカキュウリョウニゴウコウエン（セン
ネンダニコウエン）

東松山市旗立台1番 東武東上線高坂駅西口よりバス白山台・松風台経由
東京電機大学行15分

○ 東松山市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/park/search/area/takasakakyuryo/1472787917457.html野球場などの運動施設と雑木林の中の散策路、芝生広場などの緑がある公園。歩道橋（斜張橋）の景観
も美しいです。

申請手続及び使用料が必要 14台 東松山市環境産業部みどり公園課 東松山市松葉町1-1-58 0493-63-5001 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/park/search
/area/takasakakyuryo/1472787917457.html

152 物見山公園 モノミヤマコウエン 東松山市大字岩殿地内 東武東上線高坂駅西口よりバス鳩山ニュータウン行
「大東文化大学前」下車徒歩5分

○ 東松山市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/park/search/area/takasaka/1473333019139.html古くから比企丘陵を代表する展望の地として知られている。春には、約4万本のツツジが見ごろとなりま
す。

申請手続及び使用料が必要 70台 東松山市環境産業部みどり公園課 東松山市松葉町1-1-58 0493-63-5001 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/mac
hizukuri/park/1350609417365.html

153 東松山ぼたん園 ヒガシマツヤマボタンエン 東松山市大字大谷1148番1他 東武東上線東松山駅東口から市内循環バス（日曜・
祝日、12月29日～1月3日除く）

○ 東松山市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kanko/shizen/botan/1351668148421.html市の花「ぼたん」の普及活動の一環として整備された公園。ゴールデンウィーク（4月下旬～5月上旬）
のころには、5,800株のぼたんの花が咲きます。

申請手続及び使用料が必要 334台（バス5
台含）

東松山市環境産業部みどり公園課 東松山市松葉町1-1-58 0493-63-5001 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kanko/shize
n/botan/1351668148421.html

154 市民の森 シミンノモリ 東松山市大字岩殿地内 東武東上線高坂駅西口よりバス鳩山ニュータウン行
「大東文化大学前」下車徒歩10分

○ 東松山市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/park/search/area/takasaka/1473936451736.html現況林の保全及び散策休養施設として園路、あずまやを配した自然林で、武蔵野の雑木林をそのまま残
した緑地です。

申請手続及び使用料が必要 無 東松山市環境産業部みどり公園課 東松山市松葉町1-1-58 0493-63-5001 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/mac
hizukuri/park/1350543683512.html

155 東松山市防犯センター ヒガシマツヤマシボウハンセンター 東松山市本町１－２－２０ 東武東上線東松山駅より徒歩２０分 ○ ○ 東松山市 警察署が交番として使用していた施設を市が改修し防犯拠点として使用しているので、外観内観ともに
撮影用交番として最適です。

8:30～18:00 月～日 外観、内観とも撮影可能。ただし防犯団体の使用を
優先する。
利用者の予約状況によって使えない日があります。
火気厳禁。

4台 東松山市秘書室広報広聴課
　東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町１－１－５８ 0493-21-1410,
 0493-21-1427

156 東松山市市内循環バス ヒガシマツヤマシシナイジュンカンバス 東松山市 ○ ○ 東松山市 車体に市独自のイラスト（コアラ・チューリップ・なし各１台計3台）が描かれており、個性的な外観が
撮影に最適です。

8:30～18:00 月～土 外観・内観とも撮影可。
ただしバスの運行が優先する。
走行中の車内を撮影する場合は相談してください。

東松山市秘書室広報広聴課
　東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町１－１－５８ 0493-21-1410,
 0493-21-1427

157 東松山市民文化センター ヒガシマツヤマシミンブンカセンター 東松山市六軒町5-2 東武東上線、東松山駅東口下車徒歩約 20 分。
バスのご利用は東松山駅東口バス乗り場から「パー
クタウン五領行き」に乗り、「東松山市民文化セン
ター前」下車。
川越方面からは国道 254 号を、熊谷方面からは国
道 407 号を経て、また、関越自動車道からは東松
山インターを降りて川越方面へ向かい、それぞれ東
松山市街へ。東松山インターより自動車で所要時間
約10分。

○ 東松山市 https://theater.pac.or.jp/ 昭和51年4月開館以来、地域文化の向上のための拠点施設として利用されています。
1,200名のホールをはじめ、会議室、リハーサル室、スタジオ、展示室、多目的室をもち、赤レンガづく
りの建物は地域のシンボル的建物となっています。

8:30～21:30 月～日 年始年末、臨時休館日以外は開館。
利用者の予約状況によって使えない日があります。

236台 東松山市民文化センター 東松山市六軒町5-2 0493-24-2011 https://theater.pac.or.jp/

158 ふじみ野市役所本庁舎・第2庁舎・第3庁舎 フジミノシヤクショホンチョウシャ・ダイニ
チョウシャ・ダイサンチョウシャ

ふじみ野市福岡１－１－１ 東武東上線上福岡駅より徒歩１５分 ○ ふじみ野市 ふじみ野市の本庁舎。昭和４０年に建築されました。 9:00～17:00 土、日、祭日 業務に支障のない範囲で撮影可能 80台 ふじみ野市市民生活部産業振興課 ふじみ野市福岡１－１－１ 049-261-2611 http://www.city.fujimino.saitama.jp/

159 上福岡西公民館 カミフクオカニシコウミンカン ふじみ野市上福岡５－２－１２ 東武東上線上福岡駅より徒歩５分 ○ ふじみ野市 教室や講座、展示会を開催、サークルやグループに活動の場。161席のホールがあります。 9:00～17:00 業務に支障のない範囲で撮影可能 10台 ふじみ野市市民生活部産業振興課 ふじみ野市福岡１－１－１ 049-261-2611 http://www.city.fujimino.saitama.jp/

160 福岡河岸記念館 フクオカカシキネンカン ふじみ野市福岡3-4-2 JR川越線南古谷駅よりバス１０分 ○ ふじみ野市 https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichira
n/kamifukuokarekishiminzokushiryokan/kanrigakari/2
579.html

市指定文化財・福田屋（船問屋）の建物を福岡河岸記念館として保存・公開しています。 10:00～16:00 開館日 利用料あり
定休日：月曜日（祝日にあたるときも休館）・12月
27日から1月4日

2台 ふじみ野市市民生活部産業振興課 ふじみ野市福岡１－１－１ 049-261-2611 http://www.city.fujimino.saitama.jp/

161 旧大井村役場 キュウオオイムラヤクバ ふじみ野市苗間３７ 市立大井小学校敷地内 ○ ふじみ野市 国登録有形文化財。大正期の建物です。 9:00～17:00 平日 利用料なし、利用日は要相談 無 ふじみ野市市民生活部産業振興課 ふじみ野市福岡１－１－１ 049-261-2611 http://www.city.fujimino.saitama.jp/
162 西中央公園 ニシチュウオウコウエン ふじみ野市霞ヶ丘２－４ 東武東上線上福岡駅前 ○ ふじみ野市 上福岡駅そばにある芝生公園。都市公園コンクール 国土交通大臣賞を受賞しています。 9:00～17:00 平日 業務に支障のない範囲で撮影可能 無 ふじみ野市市民生活部産業振興課 ふじみ野市福岡１－１－１ 049-261-2611 http://www.city.fujimino.saitama.jp/
163 うれし野まちづくり会館 ウレシノマチヅクリカイカン ふじみ野市大井2-15-10 東武東上線ふじみ野駅より徒歩２０分 ○ ふじみ野市 東原親水公園そば。会議室があります。 9:00～17:00 平日 業務に支障のない範囲で撮影可能 5台 ふじみ野市市民生活部産業振興課 ふじみ野市福岡１－１－１ 049-261-2611 http://www.city.fujimino.saitama.jp/
164 埼玉県立川の博物館 サイタマケンリツカワノハクブツカン 大里郡寄居町小園３９ 電車：東武東上線鉢形駅より徒歩２０分 ○ ○ ○ 寄居町 http://www.river-museum.jp/ 関東一の総檜つくりの大水車があります。 要相談 要相談 要相談 有 埼玉県立川の博物館 大里郡寄居町小園３９ 048-581-7333 http://www.river-museum.jp/
165 株式会社東京すずらん カブシキカイシャトウキョウスズラン 埼玉県蕨市錦町2-3-1 電車：ＪＲ京浜東北線蕨駅より徒歩20分 ○ 蕨市 http://www.archway.jp おしぼりのクリーニング工場。2003年公開　「アカルイミライ」の撮影に使用されました。 指定なし 日曜日 劇場公開映画、テレビドラマ等広報になる作品のみ

撮影可。火気厳禁。
有 株式会社東京すずらん 埼玉県蕨市錦町2-3-1 048-444-3115 http://www.archway.jp

166 飯島桐箪笥製作所 イイジマキリタンスセイサクショ 春日部市豊野町1-1-9 春日部駅東口よりバスで20分 ○ ○ 春日部市 http://iijimakiritansu.sakura.ne.jp 経済産業大臣指定の伝統工芸品の制作現場。匠の技をご覧いただけます。 9:00～20:00 土、日 工場内、外観 2台 飯島桐箪笥製作所 春日部市豊野町1-1-9 048-734-3922 http://iijimakiritansu.sakura.ne.jp
167 花崎ハウススタジオ ハナサキハウススタジオ 加須市花崎1-21-9 電車：東部伊勢崎線花崎駅より2分 ○ ○ 加須市 http://www.a-pro.tv 日常の暮らしが再現できるハウススタジオです。 9:00～19:00 月曜日～金曜日 有 Ａ－ＰＲＯ株式会社 埼玉県加須市花崎１－２１－９ 0480-44-8255 http://www.a-pro.tv/

168 埼玉工業大学 サイタマコウギョウダイガク 深谷市普済寺１６９０ 電車：ＪＲ高崎線岡部駅より徒歩10分
車：関越道花園インターより１７分

○ 深谷市 http://www.sit.ac.jp/ 構内全てでの撮影が可能です。いろいろなシチュエーションで利用できます。 要相談 授業・講義等に
支障のないこと

学校内全て 有 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp/

169 花園フォレスト ハナゾノフォレスト 深谷市小前田４１７ 関越自動車道花園インターから車で2分
秩父鉄道小前田駅から徒歩15分

○ ○ 深谷市 https://hanazono-forest.net/ 大型スイーツ専門店。ヨーロッパのシャトーをモチーフにした建物。薔薇を主体とした洋風庭園が広が
り、｢モネの散歩道｣で散歩も楽しめます。

9:00～20:00 月～日 原則、撮影自由。応相談。劇場公開
映画、テレビドラマ等広報になる作品のみ撮影可。

乗用車240台・
大型バス8台

株式会社　フォレスト 深谷市小前田４１７ 048-579-0101 https://hanazono-forest.net/

170 OKS GARDEN オーケーエス　ガーデン 埼玉県川口市領家5-4-1　株式会
社大泉工場

車：首都高鹿浜橋　鹿浜橋出口を降りて5分　電
車・バス：JR赤羽駅東口から赤23国際興業バス乗車
12分「梛の橋」バス停留所下車徒歩3分

○ ○ ○ 川口市 http://www.oks-campus.com/index.php/access/ 大正時代からの歴史を醸し出す洋館を中心としたガーデンスペース。約１００坪のプライベートガーデ
ンを自由にご活用いただけます。

9：00～19：00 平日 洋館は外観のみ撮影可能。
火気禁止。映画・TV等の撮影から、アート制作など
創造の場としての利用も可能。

２０台まで無
料

株式会社大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 048-222-1171 http://www.oks-j.com

171 the other spaces ジアザースペース 埼玉県川口市領家5-4-1　株式会
社大泉工場

車：首都高鹿浜橋　鹿浜橋出口を降りて5分　電
車・バス：JR赤羽駅東口から赤23国際興業バス乗車
12分「椰木の橋」バス停留所下車徒歩3分

○ ○ 川口市 http://www.oks-j.com 株式会社大泉工場内の約1,000坪の敷地内にある廃屋や庭園での撮影も可能です。 9：00～19：00 平日 OKS FACTORY及びOKS GARDENご利用のお客様のみ無
料でご利用可能

２０台まで無
料

株式会社大泉工場 埼玉県川口市領家5-4-1 048-222-1171 http://www.oks-j.com

172 アメイジング　グレイス　本庄 アメイジング　グレイス　ホンジョウ 本庄市中央2-3-20 電車：ＪＲ高崎線本庄駅より徒歩15分
車：関越道本庄・児玉インターより１0分

○ 本庄市 https://amazinggrace.co.jp/honjo/ 昨年１０月にリニューアルした結婚式専門の式場です。 要相談 平日 有 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp/

173 彩懐石　東浦和高砂 サイカイセキ　ヒガシウラワタカサゴ さいたま市緑区東浦和1-21-1 電車：ＪＲ武蔵野線東浦和駅より徒歩3分 ○ さいたま市 http://park21.wakwak.com/~prs/ 埼玉県とさいたま市の景観賞ダブル受賞｡緑に囲まれたリゾートを連想させるお店｡
天井まで続くガラス張りの店内は明るく開放的｡客席から見る景色は都会の喧騒を忘れさせてくれます｡
現代風な外観に和の内装をところどころに組み合わせたモダンな雰囲気。駐車場も広く､安心です｡

10:00～22:00 月、火、水、
木、金、土、日

敷地内の場所で撮影可能。火気使用は厨房以外は不
可。店内、客席、宴会場、厨房、その他。
料金等はお問合せ願います｡通常は飲食店として営
業しております｡

14台 株式会社プラントレコードサービス
担当：長谷川・岡宮

さいたま市大宮区高鼻町1-47-7F 048-648-4000

174 彩懐石　うらわ高砂 サイカイセキ　ウラワタカサゴ さいたま市浦和区高砂1-14-2 電話：JR京浜東北線浦和駅徒歩3分。 ○ ○ さいたま市 http://park21.wakwak.com/~prs/ 平成20年7月OPEN｡浦和駅徒歩3分｡新築3階建ての竹林に囲まれた懐石料亭。
凛とした風情のある白壁塀と瓦屋根の門構え。各部屋は二重の格子扉で仕切られた和室｡
黄金色の天板座卓が艶やかさを演出。宴会場『高砂』は贅を尽くしたしつらい｡
ゆっくりと食事ができるカウンター席もあり､地元埼玉の調度品も多数。
駅前とは思えない静寂を約束します｡

10:00～22:00 月、火、水、
木、金、土、日

敷地内の場所で撮影可能。火気使用は厨房以外は不
可。店内、客席、宴会場、厨房、その他。
料金等はお問合せ願います｡通常は飲食店として営
業しております｡

無し 株式会社プラントレコードサービス
担当：長谷川・岡宮

さいたま市大宮区高鼻町1-47-7F 048-648-4000

175 鴻巣市文化センター「クレアこうのす」 コウノスシブンカセンター「クレアコウノ
ス」

鴻巣市中央29-1 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅より徒歩20分
車：東北自動車道加須IC、関越自動車道東松山ICよ
り約30分

○ ○ 鴻巣市 http://clea-konosu.com/ 1300席の大ホール、小ホール、ギャラリー、会議室などからなる複合的文化施設。平成12年の開館以
来、市のシンボル、文化の発信拠点として親しまれています。

9:00～22:00 月～日 年末年始、臨時休館日以外は開館。 150台 鴻巣市市民活動推進課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

176 花と音楽の館かわさと「花久の里」 ハナトオンガクノヤカワサト「カキュウノサ
ト」

鴻巣市関新田343 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅よりバス25分
車：東北自動車道羽生ICより約30分

○ ○ 鴻巣市 https://www.kakyunosato.or.jp/ 懐かしさが感じられる昔ながらの建物。細部まで意匠を凝らした民家調の屋敷です。 9:00～21:30 火曜日休館 庭園、バラ、サロン、和風建築、長屋門、和室、茶
室、離れ

50台 鴻巣市商工観光課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

177 川里ふるさと館 カワサトフルサトカン 鴻巣市関新田1281-1 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅よりバス28分
車：東北自動車道羽生ICより約30分

○ ○ 鴻巣市 図書館、資料館などの複合施設。独特の建築様式により、特撮関係の撮影が多いです。 8:30～17:00 外観、特撮、仮面ライダー、ヒーロー、鉄骨 50台 鴻巣市商工観光課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

178 ポピー畑 ポピーバタケ 鴻巣市馬室地内他 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約20分

○ ○ 鴻巣市 http://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/hana/2/3/1502179788368.html日本一の栽培面積を誇るポピー畑。花畑としての撮影に適しています。開花時期は5月中旬から6月上旬 8:30～17:00 5月中旬～6月上
旬

花畑、ポピー、赤、オレンジ、サイクリング 200台 鴻巣市花かおり課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

179 コスモス畑 コスモスバタケ 鴻巣市明用地内 電車：ＪＲ高崎線吹上駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約35分

○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/event/1501809221819.html日本有数の栽培面積を誇るコスモス畑。花畑としての撮影に適している。開花時期は10月上旬から下旬
です。

8:30～17:00 10月上旬～下旬 花畑、コスモス、ピンク、サイクリング 500台 鴻巣市花かおり課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

180 元荒川の桜並木・橋 モトアラカワノサクラナミキ・ハシ 鴻巣市吹上本町付近 電車：ＪＲ高崎線吹上駅より徒歩5分
車：関越自動車道東松山ICより約40分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/hana/1455525779050.html親水護岸を整備した川のせせらぎとその両側に500本を超える桜並木。3月下旬～4月上旬です。 8:30～20:00 3月下旬～4月上
旬

桜、桜並木、夜桜 無 鴻巣市商工観光課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

181 花のオアシス ハナノオアシス 鴻巣市寺谷736付近 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅よりバス15分
車：東北自動車羽生ICより約40分

○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/hana/6/1502679122967.html4月には色とりどりのチューリップが3万本。10月ごろには真っ赤なサルビアが2万本咲き誇る公園です。 8:30～17:00 4月、10月 花畑、チューリップ、サルビア、公園 80台 鴻巣市花かおり課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

182 上谷総合公園（フラワースタジアム） カミヤソウゴウコウエン（フラワースタジア
ム）

鴻巣市上谷707 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅よりバス10分
車：関越自動車道東松山ICより約35分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html野球、ソフトボールの専用球場で、施設備品等も充実しています。野球をテーマにした映画撮影が多い
です。

8:00～21:00 野球場、夜間照明、テニスコート、サッカー場 390台 鴻巣市スポーツ課 鴻巣市東3-8-17 048-544-1219

183 吹上総合運動場 フキアゲソウゴウウンドウジョウ 鴻巣市明用636-1付近 電車：ＪＲ高崎線吹上駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約35分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html野球、ソフトボールの専用球場で、施設備品等も充実しています。野球をテーマにした映画撮影が多い
です。

9:00～21:00 野球場、夜間照明、テニスコート、サッカー場 400台 鴻巣市スポーツ課 鴻巣市東3-8-17 048-544-1219

184 鴻巣市立陸上競技場 コウノスシリツリクジョウキョウギジョウ 鴻巣市鴻巣634-2 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅より徒歩15分
車：関越自動車道東松山ICより約40分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html第3種公認の陸上競技専用のグラウンド。サッカーではJリーグも使用することもあります。 9:00～21:00 陸上競技、サッカー、屋外 280台 鴻巣市スポーツ課 鴻巣市東3-8-17 048-544-1219

185 コスモスアリーナふきあげ コスモスアリーナフキアゲ 鴻巣市明用636-1 電車：ＪＲ高崎線吹上駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約35分

○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html平成15年に完成した総合体育館。屋内運動施設として充実した設備が特徴です。 9:00～21:00 バレーボール、屋内スポーツ、体育館 400台 鴻巣市スポーツ課 鴻巣市東3-8-17 048-544-1219

186 吹上パークゴルフ場 フキアゲパークゴルフジョウ 鴻巣市明用636-1付近 電車：ＪＲ高崎線吹上駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約35分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html18ホールの本格的パークゴルフ場。老若男女を問わない人気スポーツです。 9:00～17:00 パークゴルフ、芝生ホール 30台 鴻巣市スポーツ課 鴻巣市東3-8-17 048-544-1219

187 せせらぎ公園 セセラギコウエン 鴻巣市中央809-2 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅より徒歩15分
車：関越自動車道東松山ICより約40分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html噴水と小川が流れ、子供に人気の公園。園内には実物のＳＬが展示されています。 9:00～17:00 せせらぎ水路（夏季限定）、ＳＬ、公園 30台 鴻巣市都市計画課 鴻巣市東3-8-17 048-541-9009

188 荒川パノラマ公園 アラカワパノラマコウエン 鴻巣市大芦1366 電車：ＪＲ高崎線吹上駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約35分

○ ○ ○ 鴻巣市 https://www.city.kounosu.saitama.jp/kanko/film/1455525780111.html長いローラーすべり台が人気の。夕日がきれいで、360°の大パノラマが見られます。 9:00～17:00 じゃぶじゃぶ池（夏季限定）、夕日がきれい、ロー
ラーすべり台公園

30台 鴻巣市都市計画課 鴻巣市東3-8-17 048-541-9009



市町村で検索
歴

史

建

造

物

近

代

・

現

代

建

造

物

学

校

病

院

公

共

施

設

街

並

み

自

然

公

園

・

レ

ジ
ャ

ー

交

通

工

場

・

倉

庫

商

業

施

設

そ

の

他

市町村名 時間 曜日 その他 名称 住所 TEL URL
駐車場 お問い合わせ先NO ロケーション名称 フリガナ 住所 アクセス ジャンル選択 施設HP ロケーション情報 利用条件

189 荒川河川敷 アラカワカセンジキ 鴻巣市馬室地内他 電車：ＪＲ高崎線鴻巣駅より徒歩20分
車：関越自動車道東松山ICより約20分

○ ○ 鴻巣市 広い大地とパノラマが広がる景勝地。北海道などの広い荒野に見立てた撮影実績があります。 8:30～17:00 河川敷、川幅日本一、荒野、北海道 無 鴻巣市商工観光課 鴻巣市中央1-1 048-541-1321

190 朝霞市水道庁舎 アサカシスイドウチョウシャ 朝霞市泉水２－１３－１ 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線西朝霞公民館
入口下車徒歩約３分、または西武バス泉水坂上下車
徒歩約３分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/33/suido-
tyousya.html

朝霞市の水道庁舎。正面入口は病院等に見立てての撮影が可能。浄水場ポンプ音あります。 8:30～17:15 土、日、祝休 ４階会議室、エントランス、正面駐車場で撮影可
能。火気厳禁。劇場公開映画、テレビドラマ等広報
になる作品のみ撮影可。

有 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1111 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

191 わくわくどーむ ワクワクドーム 朝霞市大字浜崎２７ 市内循環バスわくわく号全線わくわくどーむ下車 ○ 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/24/wakuwakudome2021.html4種類の温水プール、リフレッシュルーム、トレーニングルームを備えています。 9:00～22:00 第１月曜日休
（開館日もあり
ます）

有 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1111 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

192 産業文化センター サンギョウブンカセンター 朝霞市大字浜崎６６９－１ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下
車徒歩５分
バス：市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線、根岸
台線
産業文化センター入口下車徒歩約１分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/sangyo-
bunka-center.html

会議室や舞台、照明を兼ね備えた施設もあります。様々なシーンで撮影が可能な施設です。 要相談 要相談 75台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1111 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

193 朝霞市民会館 アサカシミンカイカン 朝霞市本町１－２６－１ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約12分 ○ 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/yumepala200110.htmlホール、会議室、リハーサル室、宴会場のある施設です。 9:00～21:30 年末年始休 有 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1111 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/
194 さいたま市大宮盆栽美術館 サイタマシオオミヤボンサイビジュツカン さいたま市北区土呂町

2-24-3
電車：JR宇都宮線土呂駅より徒歩5分または東武野
田線大宮公園駅より徒歩10分車：

○ さいたま市 http://www.bonsai-art-museum.jp/index.php 住宅街の一角に佇む、和風建築の建物。整然とした北側アプローチは、落ち着いた和の雰囲気を醸し出
しています。

(3月～10月)9:00～
16:30(11月～2月)9:00～
16:00

木(休館日：た
だし休日をのぞ
く)

ロビー、西側外観、北側アプローチ、駐車場のみ撮
影可能。火気の使用および危険物の持込厳禁。劇場
公開映画、テレビドラマ等広報になる作品のみ撮影
可。

44台(うち大型
車用3台、障害
者用2台)

さいたま市大宮盆栽美術館 さいたま市北区土呂町2-24-3 048-780-2091 http://www.bonsai-art-
museum.jp/index.php

195 浮野の里 ウキヤノサト 加須市大字多門寺・北篠崎地内 自動車：東北自動車道「加須IC」から1つ目「浮野
の里（南）」交差点を左折（約3分）
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車、
市内循環バス北循環コース『浮野の里』下車

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 武蔵国の新田開発の名残をとどめる田堀、クヌギ並木、屋敷林等の貴重な自然や歴史的資源が残されて
おり美しい景観を形成しています。
また、景観を保全するため地域の有志により結成された住民活動組織「浮野の里・葦の会」は、クヌギ
並木や農道等の除草清掃、木々の植栽作業、希少植物の保護、自ら育てた花菖蒲園や田堀を利用した
「浮野の里・あやめ祭り」の開催など、景観の保全と地域の活性化のため積極的な活動を行っていま
す。

特に制限なし 特に制限なし 一部私有地を含む 20台 加須市　環境政策課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

196 パストラルかぞ(加須市文化・学習センター） パストラルカゾ（カゾシブンカ・ガクシュウ
センター）

加須市上三俣2255 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号線
『加須市役所北』交差点を右折、地方道やぐるま街
道を直進（約10分）
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
市内循環バス西循環コース『パストラルかぞ前』下
車

○ ○ ○ 加須市 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunka_gakushu/pasutorarukazo/6603.html三角形の屋根が象徴的なグローバルホールは、天に伸びる「塔」をイメージして作られています。
建物内は、1,005席の大ホールと300席の小ホールをはじめ、展示・会議・研修や各種サークル活動の練
習等が行える総合的な文化学習施設です。

9:00～22:00 月、水～日 火曜日、年末年始休館。
建物外観、グローバルホールほか撮影可能。
館内は火気厳禁。

400台 パストラルかぞ　加須市文化・学習セン
ター

加須市上三俣2255 0480-62-1221 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunka_gakushu/
pasutorarukazo/6603.html

197 花崎コミュニティセンター ハナサキコミュニティセンター 加須市花崎一丁目22番16号 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号線
を「栗橋」方面⇒『加須流通業務団地』交差点を右
折⇒（約1㎞先）1つ目の信号を右折⇒県道北中曽
根・北大桑線を直進（約5分）⇒東武伊勢崎線の踏
切を渡り、2つ目の信号を右折（約300m）
公共交通機関：東武伊勢崎線「花崎駅」南口下車
徒歩3分

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 地域のコミュニティ活動及びボランティア活動を通じて明るいまちづくり、住みよい地域社会づくりを
進めるための施設。会議室、キッズルームのほか、健康づくり室や地域広場を備えています。

9:00～22:00 月、水～日 火曜日、年末年始休館。
建物外観、会議室、地域広場、交流スペースほか撮
影可能。
施設内は火気厳禁。

40台 加須市　市民活動支援課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

198 市民プラザかぞ（加須市市民総合会館） シミンプラザカゾ（カゾシシミンソウゴウカ
イカン）

加須市中央二丁目4番17号 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号線
を「加須市街地」方面へ⇒『中央2丁目』交差点を
左折（約10分）
公共交通機関：東武伊勢崎線『加須駅』北口下車、
徒歩約5分

○ ○ 加須市 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kyoudou_suishi
n/shisetsu/shiminplazakazo/4954.html

地上5階建て、最寄の加須駅から徒歩約5分。
中心市街地に立地しており、子どもからお年寄りまで様々な目的をもった方にご利用いただける総合交
流拠点施設。
300席の多目的ホールをはじめ、会議・研修・練習等が行える各種会議室等を備えています。

9:00～22:00 月、水～日 火曜日、年末年始休館。
建物外観、多目的ホール（3階）、各種会議室は撮
影可能。
館内は火気厳禁。

130台 加須市市民総合会館　市民プラザかぞ 加須市中央2丁目4番17号 0480-62-0200 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/kyoudou_suishi
n/shisetsu/shiminplazakazo/4954.html

199 加須市本庁舎 カゾシホンチョウシャ 加須市下三俣290番地 自動車：東北自動車「加須IC」より「加須・熊谷」
方面へ、国道125号バイパスを直進約10分⇒『加須
市役所北』交差点を左折
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
徒歩約20分

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 加須市役所の本庁舎。
昭和60年完成、業務開始。
敷地面積は約15,000㎡、延床面積は約8,999㎡。
地上5階建ての屋上からは市内の様子を見渡すことができます。
1～3階：事務室、4階：議場、議員控え室等、5階：会議室。

応相談 応相談 撮影時間、場所等の利用条件については応相談 100台 加須市商業観光課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

200 グリーンファーム加須 グリーンファーム 加須市上三俣1,728番地 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号線
『三俣』交差点を右折⇒県道加須・北川辺線直進
（約5分）
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
バス大越馬場行き『三俣』下車 又は 市内循環バス
北循環コース『パストラルかぞ前』下車、徒歩約10
分

○ ○ 加須市 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/nougyo_shinkou
/shisetsu/shisetsu/14989.html

田畑を持たない都市住民の方々に、農作業や地域農業者との交流を通じて、農業に対する理解を深めて
もらうことを目的に開設された市民農園。園内には、グループや家族連れで利用できるバーベキューサ
イトなどがあります。

8:30～17:15 月、水～日 火曜日、年末年始休館。
建物外観、農園、バーべキューサイトほか撮影可能

10台 グリーンファーム加須 加須市上三俣1728番地 0480-68-3801 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/nougyo_shinkou
/shisetsu/shisetsu/14989.html

201 加須未来館 カゾミライカン 加須市外野350-1 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号線
『三俣』交差点を右折⇒県道加須・北川辺線を直進
（約15分）
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
路線バス大越馬場行き『外野』下車 又は 市内循環
バス・北循環コース『加須未来館前』下車

○ ○ ○ 加須市 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunka_gakushu/
kazomiraikan/6606.html

利根川沿いに建つユニークな館は、子ども宇宙科学館と総合交流ターミナル施設を兼ねています。屋上
は野外自然観察スペースとなっており、利根川が展望できます。
館内にはロシア人宇宙飛行士が着用した宇宙服の展示や大型実験観察装置等があります。

9：00～17：00 月、水～日 火曜日、年末年始休館。
建物外観、エントランス、ホール、廊下、中庭ほか
撮影可能
プラネタリウム、観測室では火気厳禁

30台 加須未来館 加須市外野350番地1 0480-69-2160 https://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/bunka_gakushu/
kazomiraikan/6606.html

202 加須市医療診断センター カゾシイリョウシンダンセンター 加須市富士見町5番38号 自動車：東北自動車道「加須IC」⇒国道125号線を
加須市街地方面へ⇒県道加須・幸手線⇒主要地方道
加須・鴻巣線『加須保健所入口』交差点を右折⇒直
進200ｍ右側
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」下車　南口
駅前　徒歩1分

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 当センターは、画像診断を専門に行う施設（医療機関）であります。MRIやCTなどの高度な検査機器を備
え、放射線専門医による読影体制で医療機関からの依頼による検査と健康診断としての「脳ドッグ」な
どを行っています。

9：00～17：00 土、日 施設外観、ホール、待合室ほか 撮影可能
診療時間以外での撮影のみ可
施設内禁煙

34台 加須市　医療診断センター 加須市富士見町5番38号 0480-63-1181 http://www.kazo-city.or.jp/

203 会の川親水公園 アイノカワシンスイコウエン 加須市中央一丁目 自動車：東北自動車道「加須IC」より国道125号線
を行田方面へ
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車、
徒歩3分

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 「こいのぼりのまち」をイメージした噴水モニュメントや、せせらぎ川、ベンチ等の休養施設がありま
す。

指定なし 指定なし 火気類の使用は禁止
その他条件は加須市都市公園条例に準ずる

0台 加須市　まちづくり課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

204 不動岡公園 フドウオカコウエン 加須市不動岡二丁目829-1 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号バ
イパスを行田方面へ
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
徒歩約15分

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp ひょうたん池周辺でメタセコイヤ（樹木）の景観が楽しめます。そのほか緑溢れる四阿等の休養施設あ
ります。

指定なし 指定なし 火気類の使用は禁止
その他条件は加須市都市公園条例に準ずる。

20台 加須市　まちづくり課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

205 花崎北公園 ハナサキキタコウエン 加須市花崎北二丁目１ 自動車：東北自動車道「加須IC」から国道125号線
を幸手方面へ
公共交通機関：東武伊勢崎線「花崎駅」下車

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 広々とした緑地スペースは近隣住民の憩いの場として親しまれています。また、市内有数のサクラの名
所で、満開時は花見を楽しむ市民で賑わいます。

指定なし 指定なし 火気類の使用は禁止
その他条件は加須市都市公園条例による

4台 加須市　まちづくり課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

206 加須北部公園 カゾホクブコウエン 加須市古川二丁目6 自動車：東北自動車「加須IC」より、県道370号線
を栗橋方面へ
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
タクシー利用

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 園内には芝生広場が整備されています。市内有数のサクラの名所として、市民から親しまれています。 指定なし 指定なし 火気類の使用は禁止
その他条件は加須市都市公園条例による

6台 加須市　まちづくり課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

207 斉藤与里記念公園 サイトウヨリキネンコウエン 加須市下樋遣川29番地付近 自動車：東北自動車道「加須IC」より、県道加須・
北川辺線を古河方面へ

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp 近代絵画史に多大な影響を与えた斉藤与里画伯の生誕跡地。樹木が鬱蒼と生い茂り、原風景を今に伝え
ます。

指定なし 指定なし 火気類の使用は禁止
その他条件は加須市都市公園条例に準ずる

0台 加須市　まちづくり課 加須市下三俣290番地 0480-62-1111 http://www.city.kazo.lg.jp

208 加須市民運動公園　加須市民体育館 カゾシミンウンドウコウエン　カゾシミンタ
イイクカン

加須市下三俣590 自動車：東北自動車道「加須IC」より　約10分
公共交通機関：東武伊勢崎線「加須駅」北口下車
徒歩約25分

○ ○ 加須市 http://www.city.kazo.lg.jp/ 市内の中心部にある総合運動公園。野球場、陸上トラック、多目的芝広場、テニスコート等の運動施設
及び 母と子の広場等の屋外遊戯場等を含む公園施設。市民体育館内には、室内フリークライミング用の
可動壁設備もあります。

9:00～21：00 原則として施設
利用日以外

火気の使用等は禁止
その他条件は、加須市都市公園条例及び体育館設
置・管理条例に準ずる

200台 加須市教育委員会教育部　スポーツ振興
課

加須市下三俣590 0480-62-6123 http://www.city.kazo.lg.jp/

209 割烹旅館二葉 カッポウリョカンフタバ 比企郡小川町大塚３２ 電車：東武東上線小川町駅より徒歩４分
車幹える自動車道嵐山・小川インターから８分

○ ○ 小川町 http://www.ogawa-futaba.jp 創業260年余の割烹旅館で国の登録有形文化財に指定されており、ドラマの撮影等にも使われています。
また、当館八代目館主の八木忠七が明治の偉傑山岡鉄舟居士から示唆を受け、苦心を重ねて創始した
「忠七めし」は日本五大名飯の一つとして取り上げられ、食味評論家や料理研究家の方からご推奨いた
だいています。また「山岡鉄舟」の父・小野家の知行地であったことから、鉄舟の壮年から晩年にかけ
ての貴重な書が残されています。

9:00～20:00 第1月曜日 有 割烹旅館二葉 比企郡小川町大塚３２ 0493-72-0038 http://www.ogawa-futaba.jp

210 中川水循環センター ナカガワミズジュンカンセンター 三郷市番匠免３－２－２ 電車：ＪＲ武蔵野線三郷駅からバス総合体育館下車
徒歩15分
車：国道２９８号の「下水処理センター西」信号か
ら約５０ｍ先が正門

○ 三郷市 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1504/index.
html

下水処理施設の管理棟。 8:45～17:00 平日 外観、エントランス、廊下のみ撮影可能。
火気厳禁。
劇場公開映画、テレビドラマ等広報になる作品のみ
撮影可。

有 埼玉県中川下水道事務所 三郷市番匠免３－２－２ 048-952-9080 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1504/

211 元荒川水循環センター モトアラカワミズジュンカンセンター 桶川市小針領家字提内 電車：ＪＲ高崎線桶川駅より徒歩３0分 ○ 桶川市 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/index.
html

流域下水道終末処理場。 9:00～16:00 平日 事故防止のため立入り禁止箇所あり 有 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 行田市長野952-1 048-564-0018 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/

212 古利根川水循環センター フルトネカワミズジュンカンセンター 久喜市吉羽字向地７７２－１ 電車：ＪＲ宇都宮線久喜駅より徒歩２0分 ○ 久喜市 http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/index.
html

流域下水道終末処理場。 9:00～16:00 平日 事故防止のため立入り禁止箇所あり 有 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 行田市長野952-1 048-564-0018 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/

213 荒川上流水循環センター アラカワジョウリュウミズジュンカンセン
ター

深谷市大字菅沼字古渕９８４ 電車：秩父鉄道武川駅より徒歩２0分 ○ 深谷市 https://www.pref.saitama.lg.jp/d1503/arajou-
shoukai.html

流域下水道終末処理場。 9:00～16:00 平日 事故防止のため立入り禁止箇所あり 有 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 行田市長野952-1 048-564-0018 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/

214 市野川水循環センター イチノカワミズジュンカンセンター 滑川町月輪字窪田５２１－６ 電車：東武東上線つきのわ駅より徒歩15分 ○ 滑川町 https://www.pref.saitama.lg.jp/d1503/ichinokawa-
shoukai.html

流域下水道終末処理場。 9:00～16:00 平日 事故防止のため立入り禁止箇所あり 有 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 行田市長野952-1 048-564-0018 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/

215 小山川水循環センター コヤマガワミズジュンカンセンター 本庄市東五十子３８２－１ 電車：ＪＲ高崎線本庄駅より徒歩３0分 ○ 本庄市 https://www.pref.saitama.lg.jp/shisetsu/shakai/008
.html

流域下水道終末処理場。 9:00～16:00 平日 事故防止のため立入り禁止箇所あり 有 埼玉県荒川左岸北部下水道事務所 行田市長野952-1 048-564-0018 https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/d1503/

216 北川辺ライスパーク キタカワベライスパーク 加須市麦倉４５４番地 電車：東武日光線柳生駅から徒歩２０分
車：東北自動車道加須ＩＣから25分

○ 加須市 農業体験実習施設で瓦和風の建物。前庭芝生広場、親水水路があります。隣に北川辺資料館がありま
す。

9:00～17:00 火～日曜日 建物外観、エントランスホールその他広場等 有 加須市商業観光課 加須市下三俣２９０番地 0480-62-1111 https://www.city.kazo.lg.jp/

217 道の駅きたかわべ
北川辺遊学館

ミチノエキキタワカベキタカワベユウガクカ
ン

加須市小袋野1737番地 電車：東武日光線柳生駅から約15分
車：東北自動車道加須ＩＣから約25分

○ ○ 加須市 農産物直売所にレストランを併設した施設と、自転車やカヌーの貸し出し、２階にギャラリー、事務
室、屋上に展望デッキを備えたスポーツ振興施設です。（展望デッキからは渡良瀬遊水地が一望できま
す。）

9:00～17:00 月曜日、年末年
始を除く毎日

建物内火気厳禁 有 加須市商業観光課 加須市下三俣２９０番地 0480-62-1111 https://www.city.kazo.lg.jp/

218 加須市役所大利根総合支所＆火の見やぐら カゾシヤクショオオトネソウゴウシショ＆ヒ
ノミヤグラ

加須市北下新井1679-1 電車：ＪＲ栗橋駅よりﾀｸｼｰ約10分
車：東北自動車道加須ＩＣから国道125号久喜方面
「北大桑」交差点左折（IC～約10分）

○ ○ 加須市 火のみ櫓（櫓の上層部に半鐘があり、災害や火災時に打ち鳴らし、地域に周知するもの。）
消防の歴史的構築物。昭和36年建設、高さ18.7m。庁舎は昭和46年に建てられたもので、昔ながらの趣を
残しています。

8:30～17:00 月～日曜日 有 加須市商業観光課 加須市下三俣２９０番地 0480-62-1111 https://www.city.kazo.lg.jp/

219 童謡のふる里アスタホール ドウヨウノフルサトアスタホール 加須市旗井1461-1 電車：ＪＲ栗橋駅よりﾀｸｼｰ約５分
車：東北自動車道加須ＩＣから国道125号久喜方面
「新井新田」交差点左折（IC～約15分）

○ 加須市 田園地帯の風景を構成する屋敷林と民家をモチーフとした木造瓦屋根の建物で生涯学習センターとし
て、多目的ホールや和室があります。

9:00～17:00 年末年始を除き
可

建物内火気厳禁 有 加須市商業観光課 加須市下三俣２９０番地 0480-62-1111 https://www.city.kazo.lg.jp/

220 童謡のふるさとおおとね　図書館（イノエ） ドウヨウノフルサトオオトネ　トショカン
(イノエ)

加須市琴597-1 電車：JR栗橋駅よりﾀｸｼｰ約10分
車：東北自動車道加須ＩＣから国道125号久喜方面
「新井新田」交差点左折(IC～約10分)

○ 加須市 古民家を活用し、木を主体とした建物で、周囲に屋敷林があり、落ち着いた雰囲気があります。 9:30～18:00 月曜日を除く毎
日

建物内火気厳禁 有 加須市商業観光課 加須市下三俣２９０番地 0480-62-1111 https://www.city.kazo.lg.jp/

221 道の駅童謡のふる里おおとね ミチノエキドウヨウノフルサトオオトネ 加須市佐波258-1 電車：ＪＲ栗橋駅よりﾀｸｼｰ15分
車：東北自動車道「加須ＩＣ」叉は「羽生ＩＣ」よ
り約10分

○ ○ 加須市 http://komekomeclub.jp/ 和風の建物の農産物直売所とトイレ休憩所です。８月には、周辺に薄紫色のホテイアオイが一面に咲き
ます。

9:30～18:00 水曜日を除く毎
日

有 加須市商業観光課 加須市下三俣２９０番地 0480-62-1111 https://www.city.kazo.lg.jp/

222 やしきの花 ヤシキノハナ 幸手市神明内２１０－１ 幸手駅より車１０分 ○ ○ 幸手市 Ｃａｆｅ。 16:00～10:00 有 やしきの花 幸手市神明内２１０－１ 0480-53-6912

223 文化創造アトリエ「アミーゴ」 ブンカソウゾウアトリエアミーゴ 入間市仏子７６６－１ 電車：西武池袋線仏子駅北口より徒歩５分 ○ 入間市 https://www.i-amigo.net/ 元埼玉県繊維工業試験場。大正、昭和、平成の３つの時代を経たぬくもりのある木造建築です。 8:30～22:30 １２月２９日～
１月３日
は、休館

外観、他全館・火気厳禁 有 文化創造アトリエ「アミーゴ」 入間市仏子７６６－１ 04-2931-3500

224 ㈱トヨタレンタリース埼玉 トヨタレンタリースサイタマ 埼玉県内各地 　 ○ ○ ○ 県内各地 http://saitama.rl-toyota.co.jp 県内40店舗あるレンタカー業者です。バス・ワゴン・トラック・バン等の扱いもあります。 8:00～20：00 元旦以外無休 ㈱トヨタレンタリース埼玉 さいたま市大宮区吉敷町1-15-1 048-645-2346 http://saitama.rl-toyota.co.jp

225 武州測量株式会社 ブシュウソクリョウカブシキガイシャ 東松山市上唐子1494-21 電車：東武東上線武蔵嵐山駅より徒歩10分
車：関越自動車道　東松山ICより5㌔

○ ○ 東松山市 http://www.bushusokuryo.co.jp/ 関越インターからも近く、交通の便がよいです。自然も豊かな場所です。 8：30～18：00 土、日（平日要
相談）

外観、社内空き部屋撮影可能　　その他の施設要相
談　　社内禁煙

有（土、日20
台平日10台可
能）

武州測量株式会社 東松山市上唐子1494-70 0493-23-6802 http://www.bushusokuryo.co.jp

226 東松山市保健センター ヒガシマツヤマシホケンセンター 東松山市材木町2-36 東松山駅より徒歩15分 ○ 東松山市 会議室や検診室、調理室などがあります。 8:30～17:00 月～金 外観、エントランス、会議室で事業のない日のみ撮
影可能。
申請手続が必要

東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

227 東松山市休日歯科センター ヒガシマツヤマシキュウジツシカセンター 東松山市材木町2-36 東松山駅より徒歩15分 ○ 東松山市 休日で緊急の方に歯科治療を行う診療所。受付、診察室など歯医者の撮影に適しています。設備は古い
ですが、きれいな状態です。

8:30～17:00 月～金 診察室、受付で撮影可能
申請手続きが必要

東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

228 東松山駅東口広場 ヒガシマツヤマエキヒガシグチヒロバ 東松山駅隣接 ○ 東松山市 平成20年に整備されたロータリー。バス停留所、タクシープールの他、赤レンガ風のステーションビル
を入れて撮影可能です。

申請手続が必要 東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

229 高坂駅西口広場 タカサカエキニシグチヒロバ 高坂駅隣接 ○ 東松山市 バス停留所、タクシープールの他、高坂駅舎を入れて撮影可能です。 申請手続が必要 東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

230 稲荷橋 イナリバシ 東松山市下唐子489 東松山ICより車で10分
東武東上線高坂駅より車で15分

○ 東松山市 床板、橋脚がコンクリートで作られた冠水橋です。 申請手続（市・県）が必要 東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

231 鞍掛橋 クラカケバシ 東松山市神戸1154 東松山ICより車で15分
東武東上線高坂駅より車で20分

○ 東松山市 床板はコンクリート、橋脚は鉄で作られた冠水橋です。
山間を流れる都幾川と調和した昔ながらの風景です。

申請手続（市・県）が必要 東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

232 東松山市ステーションビル ヒガシマツヤマシステーションビル 東松山駅隣接 ○ 東松山市 平成20年に建築された赤レンガ風の駅ビルです。 8:30～17:00 月～金 外観、エントランス、廊下で撮影可能
申請手続が必要

東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

233 東松山市農林公園 ヒガシマツヤマシノウリンコウエン 東松山市大字大谷4212-1 東松山駅より車で20分 ○ 東松山市 http://higashimatsuyama-ap.jp/ 春にはソメイヨシノ、初夏にはポピーを楽しめる公園です。園内は、なだらかな傾斜があり、小高い丘
にはあずまやがあります。

8:30～17:00 月～金 播種地以外撮影可能。火気厳禁。
申請手続が必要

東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

234 大岡市民活動センター オオオカシミンカツドウセンター 東松山市大谷3400-10 東松山駅より車で20分 ○ 東松山市 http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/shiminseikatsubu/ooka/index.html地域住民が集う市民活動センター。会議室、和室などがあります。オランダの古いレンガ造り街並みを
イメージした建物と風車が特徴です。

要相談 申請手続、利用料金が必要 東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

235 箭弓稲荷神社 ヤキュウイナリジンジャ 東松山市箭弓町２－５－１４ 【電車】東松山駅より徒歩３分　【車】東松山ＩＣ
より５分

○ 東松山市 和銅5年（712）創建。権現造りの社殿は県の指定文化財。「やきゅう」に因んで野球関係者の参拝も多
いです。境内にはぼたん園があります。

9:00～17:00 調整可 箭弓稲荷神社 東松山市箭弓町２－５－１４ 0493-22-2104

236 正法寺 ショウボウジ 東松山市岩殿１２２９ 【電車】東武東上線高坂駅バス１５分
【車】東松山ＩＣより１０分

○ 東松山市 坂東３３箇所１０番札所。大イチョウや観音堂、薬師堂、仁王門、鐘楼などが風格ある景観を作り出し
ています。仁王門から延びる参道は門前町の面影を残しています。

9:00～17:00　調整可 正法寺 東松山市岩殿１２２９ 0493-34-4156

237 弁天沼 ベンテンヌマ 東松山市岩殿９９６ 【電車】東武東上線高坂駅バス２０分
【車】東松山ＩＣより１０分

○ 東松山市 正法寺参道の手前にある農業用ため池。蛙が棲みつかないことから通称「鳴かずの池」と呼ばれます。
周囲の里山に調和し、のどかな景観を作り出しています。

8:30～17:00 東松山市秘書室広報広聴課
東松山市環境産業部商工観光課

東松山市松葉町1-1-58 0493-21-1410,
0493-21-1427

238 朝霞市役所　本庁舎 ｱｻｶｼﾔｸｼｮ　ﾎﾝﾁｮｳｼｬ 朝霞市本町１－１－１ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩５分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/8/yakushoannai
.html

朝霞市役所の本庁舎です。 9:00～20:00 土、日 外観、エントランス、庭のみ。市の広報になると市
が判断した作品のみ撮影可。火気厳禁。
火気厳禁。
劇場公開映画、テレビドラマ等広報になる作品のみ
撮影可。

110台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

239 弁財市民センター ﾍﾞﾝｻﾞｲｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市西弁財２－２－３ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下
車徒歩約７分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/benzaicente
r.html

病院や会社のような外観です。 9:00～21：30 火 軽4台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

240 朝志ヶ丘市民センター ｱｻｼｶﾞｵｶｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市朝志ヶ丘３－８－１６ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下
車徒歩約１３分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/asashigaoka
center.html

住宅街にあり、大きな窓や外観は、ちょっとした会社のような外観です。 9:00～21：30 火 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

241 宮戸市民センター ﾐﾔﾄﾞｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市宮戸１－２－６０ バス：市内循環バスわくわく号宮戸線宮戸保育園下
車徒歩約５分
国際興業バス・東武バス宮戸郵便局下車徒歩約４分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/miyadocente
r.html

病院や会社のような外観です。 9:00～21：30 月 15台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

242 栄町市民センター ｻｶｴﾁｮｳｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市栄町４－４－２６ バス：市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線栄町５
丁目下車徒歩約５分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/sakaechouce
nter.html

病院や会社のような外観です。 9:00～21：30 月 5台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

243 仲町市民センター ﾅｶﾁｮｳｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市仲町１－２－１６ 電車：東武東上線朝霞駅下車徒歩約５分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/nakachoucen
ter.html

病院や会社のような外観です。 9:00～21：30 火 5台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

244 溝沼市民センター ﾐｿﾞﾇﾏｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市大字溝沼１０５７－３ バス：東武バス第三中学校下車徒歩約２分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/mizonumacen
ter.html

コンクリート造の四角い外観が特長です。 9:00～21：30 月 40台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

245 根岸台市民センター ﾈｷﾞｼﾀﾞｲｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市根岸台２－１５－１２ バス：市内循環バスわくわく号根岸台線岡三丁目下
車徒歩約3分
国際興業バス及び東武バス根岸下車徒歩約7分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/negishidaic
enter.html

コンクリート造３階建であるが、瓦葺なのでちょっと和風な建物です。 9:00～21：30 月 44台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

246 膝折市民センター ﾋｻﾞｵﾘｼﾐﾝｾﾝﾀｰ 朝霞市膝折町１－７－４０ バス：国際興業バス膝折町一下車徒歩1分
市内循環バス・国際興業バス末無川下車徒歩３分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/12/hizaoricent
er.html

３階まで続く外階段や円形の広場など子どもの遊ぶ風景が似合う建物です。 9:00～21：30 火 46台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/



市町村で検索
歴

史

建

造

物

近

代

・

現

代

建

造

物

学

校

病

院

公

共

施

設

街

並

み

自

然

公

園

・

レ

ジ
ャ

ー

交

通

工

場

・

倉

庫

商

業

施

設

そ

の

他

市町村名 時間 曜日 その他 名称 住所 TEL URL
駐車場 お問い合わせ先NO ロケーション名称 フリガナ 住所 アクセス ジャンル選択 施設HP ロケーション情報 利用条件

247 リサイクルプラザ ﾘｻｲｸﾙﾌﾟﾗｻﾞ 朝霞市大字浜崎６６４－２ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅よ
り徒歩5分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/15/dust-
econetasaka.html

会議室、屋上、駐車場などです。 要相談 要相談 9台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

248 総合福祉センター ソウゴウフクシセンター 朝霞市大字浜崎５１－１ バス：市内循環バスわくわく号全線わくわくどーむ
下車

○ 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/20/heartpia.html外観、エントランス、廊下、中庭のみ撮影可能です。 9:00～17:00 月 外観、エントランス、廊下、中庭のみ撮影可能。
火気厳禁。
劇場公開映画、テレビドラマ等広報になる作品のみ
撮影可。

76台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

249 きたはら児童館 ｷﾀﾊﾗｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 朝霞市北原２－８－１１ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅か
ら徒歩10分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoukan-
kitahara.html

小型の子どもの城をイメージしています。 要相談 要相談 2台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

250 はまさき児童館 ﾊﾏｻｷｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 朝霞市大字浜崎５１－１（総合
福祉センター内）

バス：市内循環バスわくわく号わくわくどーむバス
停下車

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoukan-
hmazaki.html

はあとぴあの３階にあり、ホールあそびや卓球など出来る広々とした体育施設あります。 要相談 要相談 76台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

251 みぞぬま児童館 ﾐｿﾞﾇﾏｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 朝霞市溝沼７－１３－１１ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅か
ら徒歩１５分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoukan-
mizonuma.html

溝沼老人センター、溝沼保育園の３階にあり、広い、ちびっこルームもあります。 要相談 要相談 10台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

252 ねぎしだい児童館 ﾈｷﾞｼﾀﾞｲｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 朝霞市根岸台２－１５－１２
（根岸台市民センター内）

バス：市内循環バスわくわく号根岸台線岡三丁目下
車徒歩３分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoukan-
negisidai.html

隣の施設に国の重要文化財「旧高橋家」があります。 要相談 要相談 40台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

253 ひざおり児童館 ﾋｻﾞｵﾘｼﾞﾄﾞｳｶﾝ 朝霞市膝折町１－７－４０（膝
折市民センター内）

バス：市内循環バス膝折・溝沼線末無川下車徒歩５
分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoukan-
hizaori.html

中高生用の鑑賞室があります。 要相談 要相談 46台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

254 北割公園 キタワリコウエン 朝霞市西原2-8 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

遊具を周りに配置し、中央部は広めの広場となっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

255 浜崎公園 ハマサキコウエン 朝霞市浜崎3-4 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

傾斜地にある公園のため、公園内に斜面を設けた二段造成となっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

256 西久保公園 ニシクボコウエン 朝霞市東弁財2-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

駅近くの宅地に囲まれた公園です。敷地の半面が土・芝生となっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

257 弁財公園 ベンザイコウエン 朝霞市東弁財3-4 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

市営のテニスコートに隣接した公園です。春には公園とテニスコートの桜がきれいに咲きます。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

258 南割公園 ミナミワリコウエン 朝霞市西弁財1-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園全体に桜の木があり、春にはお花見、夏は木陰ができ親しまれています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

259 二本松公園 ニホンマツコウエン 朝霞市本町1-1670-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

住宅、アパートに囲まれた、こじんまりとした公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

260 越戸公園 コエドコウエン 朝霞市栄町1-1588-2 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

保育園に隣接した公園で、子供の声が溢れています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

261 上の原公園 ウエノハラコウエン 朝霞市幸町3-1152-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

国道２５４号線沿いの公園です。遊具は周囲に配置され、中央に広場となっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

262 泉水公園 センズイコウエン 朝霞市泉水2-59-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

保育園の隣にある公園で、子供の声が溢れています。近くに水道庁舎もあります。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

263 島の上公園 シマノウエコウエン 朝霞市膝折町4-2045-13 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

南東向きの傾斜地山林を活かした公園で、３２ｍの長い滑り台があります。公民館に隣接しています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

264 広沢公園 ヒロサワコウエン 朝霞市本町3-10-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

街中の公園ですが、園路に沿って植栽が施され、みどりの多い公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

265 南の風公園 ミナミノカゼコウエン 朝霞市本町3-33-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

中央にある園路で運動広場と遊具広場に分かれている公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

266 北朝霞公園 キタアサカコウエン 朝霞市北原1-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

ナイター設備のある野球場と隣接する公園です。桜の時期は花見で賑わいます。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

267 滝の根公園 タキノネコウエン 朝霞市溝沼2-1585-2 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園全体が北西向きの高低差１６ｍの斜面にある。長さ４０ｍの吊り橋や、湧水の流れる池もありま
す。

要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

268 城山公園 シロヤマコウエン 朝霞市岡3-386 車：可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園全体が山になっており、春には桜、秋には木の実と、自然に触れられる公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 32台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

269 朝霞中央公園 アサカチュウオウコウエン 朝霞市青葉台1-9-1 車：可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

競技場や野球場に隣接した公園で、周囲には基地跡地の緑もあり、四季を感じられる公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 53台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

270 青葉台公園 アオバダイコウエン 朝霞市大字膝折2-30 車：可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

キャンプ跡地を使用した３．８haの広い公園です。ソフトボールのできる広場があり、夏には噴水と流
れる水に触れられます。

要相談 有料（3,600円／1時間） 49台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

271 水久保公園 ミズクボコウエン 朝霞市根岸台7-1012-21 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園の大半が斜面を生かした林となっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

272 堂之下公園 ドウノシタコウエン 朝霞市大字岡48-6 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

東洋大学の校舎と農地に囲まれている小さな公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

273 やつじ公園 ヤツジコウエン 朝霞市宮戸3-1075 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

住宅街の中にある公園ですが、緑が多く遊び場としても散歩道としても利用できる公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

274 五反田公園 ゴタンダコウエン 朝霞市大字溝沼1352-2 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

東洋大学に囲まれた公園で、南側には東武東上線が通っています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

275 北浦公園 キタウラコウエン 朝霞市膝折町4-758-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

遊具ゾーンと広場ゾーンに分かれた縦長の公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

276 はなみずき公園 ハナミズキコウエン 朝霞市栄町1-1576-24 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

住宅街の中にある小さな公園ですが、藤棚、芝地等みどりの多い公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

277 田島公園 タジマコウエン 朝霞市田島2-1571 車：可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

全体が芝生広場となっており、民間の釣り堀に面した公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 42台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

278 内間木公園 ウチマギコウエン 朝霞市大字上内間木518-3 車：可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

テニスコート、ソフトボール場、弓道場、ゲートボール場などのスポーツ利用を目的とした公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 51台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

279 中道公園 ナカミチコウエン 朝霞市本町1-107-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

芝地の多い広めの公園です。街区道路に三方囲まれており、開放感のある公園となっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

280 宮戸大山公園 ミヤドオオヤマコウエン 朝霞市宮戸3-1051-3 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

住宅街にある公園で、奥側には農地（生産緑地）が広がっています。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

281 いずみ公園 イズミコウエン 朝霞市泉水1-2123-4 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園の奥側半面は、利用者が自由にできる芝地スペースのある公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

282 あけぼの公園 アケボノコウエン 朝霞市仲町2-24-2 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

パノラマサイズで電車が見られる線路脇の公園で、広めの芝生広場があります。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

283 上野荒川運動公園（内間木地内公園） ウエノアラカワウンドウコウエン（ウチマギ
チナイコウエン）

朝霞市大字上内間木651-1 車：可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

河川敷にサッカー場と野球場が整備された公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 55台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

284 三原公園 ミハラコウエン 朝霞市三原1-266-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

住宅街の中にある公園ですが、利用者が自由にできるスペースのある公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

285 宮戸ハケタ公園 ミヤドハケタコウエン 朝霞市宮戸4-606 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

敷地の半分以上を遊具と花壇のスペースとなっている公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

286 浜崎峡公園 ハマサキハケコウエン 朝霞市浜崎4-1266-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

周囲を畑・原っぱが囲み、開放感のある公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

287 向山公園 ムカイヤマコウエン 朝霞市岡3-115 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

畑と住宅に囲まれた公園で広い多目的広場があります。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

288 根岸台自然公園 ネギシダイシゼンコウエン 朝霞市根岸台8-531-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園の半面が自然林を活用した遊歩道で、公園上部の広場は高台になっている開放感ある公園です。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

289 向原公園 ムカイハラコウエン 朝霞市根岸台7-944-1 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

畑と住宅に囲まれた公園で広い多目的広場があります。 要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

290 あかね公園 アカネコウエン 朝霞市本町2-9-2 車：不可 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

公園面積の半分以上を芝生が覆う公園です。芝生には入れませんが、園路が抜けており、みどりを楽し
める公園です。

要相談 有料（3,600円／1時間） 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

291 総合体育館 ｿｳｺﾞｳﾀｲｲｸｶﾝ 朝霞市青葉台１－８－１ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩15分 ○ 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/site/kyoiku/taikukan2021.html504席の観客席を持つメインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室などを備えた市民スポーツの拠点
です。アリーナは、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球など各種大会や練習などで
使用できます。

要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 82台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

292 武道館 ﾌﾞﾄﾞｳｶﾝ 朝霞市本町１－１２－３ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩10分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/budoukan.ht
ml

柔道場128畳、剣道場447平方メートル、相撲場456平方メートル 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 18台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

293 中央公園陸上競技場 ﾁｭｳｵｳｺｳｴﾝﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｷﾞｼﾞｮｳ 朝霞市青葉台１－９－１ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩15分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/chuourikujo
u.html

1周400メートルの全天候型トラック（8コース）、人工芝のフィールド、ナイター設備を備えた本格的な
競技場です。

要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 53台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

294 中央公園野球場 ﾁｭｳｵｳｺｳｴﾝﾔｷｭｳｼﾞｮｳ 朝霞市青葉台１－９－２ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩15分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/chuoubaseba
ll.html

6,000人収容の観客席とナイター設備を整えた、両翼90メートルの本格的な野球場です。使用に際して
は、ユニフォーム、スパイク、帽子を必ず着用してください。

要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 53台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

295 青葉台公園テニスコート ｱｵﾊﾞﾀﾞｲｺｳｴﾝﾃﾆｽｺｰﾄ 朝霞市大字膝折２－３０ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩15分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/aobadaiteni
s.html

砂入り人工芝5面です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 18台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

296 青葉台公園芝生広場 ｱｵﾊﾞﾀﾞｲｺｳｴﾝｼﾊﾞﾌﾋﾛﾊﾞ 朝霞市大字膝折２－３０ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩15分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/aobadaisiba
fu.html

ソフトボール、少年野球、レクリエーションなどが行える広場です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 18台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

297 北朝霞公園野球場 キタアサカコウエンヤキュウジョウ 朝霞市北原１－３ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下
車徒歩約10分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/kitaasakaba
seball.html

両翼85メートルの軟式野球場です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 35台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

298 上野荒川運動公園野球場 ウエノアラカワウンドウコウエンヤキュウ
ジョウ

朝霞市大字上内間木上野651‐1 バス：国際興業バス秋ヶ瀬橋下車徒歩約10分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/uenoarakawa
baseball.html

軟式・硬式少年野球場1面です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 55台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

299 上野荒川運動公園サッカー場 ウエノアラカワウンドウコウエンサッカー
ジョウ

朝霞市大字上内間木上野651‐1 バス：国際興業バス秋ヶ瀬橋下車徒歩約10分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/uenoarakawa
soccer.html

サッカー兼ラグビー場1面です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 55台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

300 内間木公園弓道場 ｳﾁﾏｷﾞｺｳｴﾝｷｭｳﾄﾞｳｼﾞｮｳ 朝霞市大字上内間木５１８－３ バス：市内循環バスわくわく号内間木線内間木公園
下車徒歩0分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/uchimagiyum
i.html

近的6人立です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 41台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

301 内間木公園ソフトボール場 ウチマギコウエンソフトボールジョウ 朝霞市大字上内間木５１８－３ バス：市内循環バスわくわく号内間木線内間木公園
より徒歩0分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/uchimagibas
eball.html

両翼68.58mです。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 41台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

302 内間木公園テニスコート ウチマギコウエンテニスコート 朝霞市大字上内間木５１８－３ バス：市内循環バスわくわく号内間木線内間木公園
下車徒歩0分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/uchimagiten
is.html

砂入り人工芝2面です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 41台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

303 滝の根テニスコート ﾀｷﾉﾈﾃﾆｽｺｰﾄ 朝霞市溝沼２－９６２ バス：市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線滝の根
公園入口下車徒歩5分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/takinoneten
is.html

クレーコート3面です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 16台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

304 弁財公園テニスコート ベンザイコウエンテニスコート 朝霞市東弁財３－４ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下
車徒歩約10分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/41/benzaitenis
.html

クレーコート2面です。 要相談 要相談 スポーツ振興に係る番組のみ撮影可能。 無 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

305 柊塚古墳歴史広場 ヒイラギヅカコフンレキシヒロバ 朝霞市岡3-26 電車：東武東上線朝霞駅東口下車徒歩約30分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/52/toshikoueni
chiran.html

6世紀初頭築造の前方後円墳。県南で唯一墳丘が残っています。出土品の家型埴輪をモチーフにしたトイ
レや馬型埴輪のモニュメントなどがあります。

夏時間9:00～18:00
冬時間9:00～17:00

要相談（原則として、墳丘は立入禁止） 6台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

306 中央公民館 チュウオウコウミンカン 朝霞市青葉台１－７－１ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約10分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/43/chuoukoumin
.html

鉄筋コンクリート３階建です。 要相談 要相談 原則として、公的機関のみ撮影可能 43台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

307 東朝霞公民館 ヒガシアサカコウミンカン 朝霞市根岸台６－８－４５ 電車：東武東上線朝霞駅東口下車徒歩約８分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/43/higashikoum
inkanannai.html

鉄筋コンクリート２階建です。 要相談 要相談 原則として、公的機関のみ撮影可能 29台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

308 西朝霞公民館 ニシアサカコウミンカン 朝霞市膝折町４－１９－１ バス：西武バス西朝霞公民館入口下車徒歩約５分 ○ 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/43/nisikominannai.html鉄筋コンクリート２階建です。 要相談 要相談 原則として、公的機関のみ撮影可能 23台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/
309 南朝霞公民館 ミナミアサカコウミンカン 朝霞市溝沼１－５－２４ 電車：東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約１５分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/43/minamikoumi

n.html
鉄筋コンクリート３階建です。 要相談 要相談 原則として、公的機関のみ撮影可能 19台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

310 北朝霞公民館 キタアサカコウミンカン 朝霞市朝志ヶ丘１－４－１ 電車：東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下
車徒歩約８分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/43/kitakoumin.
html

鉄筋コンクリート２階建です。 要相談 要相談 原則として、公的機関のみ撮影可能 16台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

311 内間木公民館 ウチマギコウミンカン 朝霞市田島２－１８－４７ バス：国際興業バス朝霞田島下車徒歩約３分
市内循環バスわくわく号内間木線内間木公民館前下
車徒歩約３分
東武バス朝霞田島下車徒歩約１分

○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/43/uchimagikou
min.html

鉄筋コンクリート２階建です。 要相談 要相談 原則として、公的機関のみ撮影可能 37台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

312 朝霞市立図書館 アサカシリツトショカン 朝霞市青葉台１－７－２６ 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約７分 ○ 朝霞市 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/44/toshokan.ht
ml

平屋建ての開放感ある図書館として昭和62年に建築された建物です。分館、公民館図書室を併せ、約54
万点の所蔵資料があります。

8:30-17:00 第2火曜日・第4
金
曜日

休館日に限る 34台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

313 朝霞市立図書館北朝霞分館 アサカシリツトショカンキタアサカブンカン 朝霞市大字浜崎６６９－１（産
業文化センター内）

東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下車徒歩
約５分

○ 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/site/kyoiku/toshokank
ita.html

平成11年に開館しました。産業文化センター内の２階にあります。 8:30-17:00 第2水曜日・第
４木
曜日

休館日に限る 75台 朝霞市市民環境部産業振興課 朝霞市本町１－１－１ 048-463-1903 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/13/

314 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ フジミシミンブンカカイカンキラリフジミ 埼玉県富士見市大字鶴馬1803番
地1

東武東上線鶴瀬駅東口より徒歩25分
東武東上線 鶴瀬駅東口より市内循環バス　富士見
市役所下車　徒歩２分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/madoguchi_shisetsu/kirarifujimi/index.htmlキラリ☆ふじみは、平成14年11月にオープンしました。豊かな緑に囲まれたガラス張りの開放的な施設
で、水の広場を中心にメインホール・マルチホール・スタジオや展示施設などが配置され、美しい景観
を作り出しています。

要相談 要相談 198台 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

315 山崎公園(せせらぎ菖蒲園) ヤマザキコウエン(セセラギショウブエン) 埼玉県富士見市大字水子184番地 東武東上線みずほ台駅東口より市内循環バス　健康
増進センター下車

○ 富士見市 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/2010-1130-1414-127.html

市制施行20周年を記念して整備された山崎公園は「せせらぎ菖蒲園」の愛称でも親しまれており、6月に
見ごろを迎えるハナショウブの時期には毎年多くの市民が訪れます。
　また水と緑を基調とした園内は、初夏の花菖蒲を中心にさまざまな花が彩りを加え、滝から流れるせ
せらぎや徒渉池で水遊びもできるなど、世代を問わず楽しめる市民の憩いの場になっています。

要相談 要相談 22台(うち身障
者用２台）

富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

316 びん沼自然公園 ビンヌマシゼンコウエン 埼玉県富士見市大字東大久保
3692

東武東上線鶴瀬駅東口より市内循環バス　老人セン
ター行きで約20分　びん沼下車

○ 富士見市 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/2010-1125-1438-126.html

平成14年4月にオープンし、市内の公園では最大で約57,000㎡あります。園内には、在来種を中心にシラ
カシ、クヌギ、エゴノキ、ハンノキなど4,700本が植えられています。段差のない園路がめぐり、見晴ら
しデッキ、芝生広場などがあり、野鳥や昆虫などの自然観察や野外レクリエーションの場として利用さ
れています。また、老人福祉センター（びん沼荘）、ゲートボール場（2面）、野球場があります。びん
沼川は釣り人に人気のスポットです。

要相談 要相談 70台 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

317 富士見市立市民総合体育館 フジミシリツシミンソウゴウタイイクカン 埼玉県富士見市鶴馬1887‐1 東武東上線 鶴瀬駅東口より　徒歩２３分
東武東上線 鶴瀬駅東口より市内巡回バス　富士見
市役所下車　徒歩３分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/madoguchi_shisetsu/03sports/sports/2010-0506-1606-145/2010-0524-1506-142/index.html平成2年、市役所周辺シティゾーンの一角に開館し、だれもが手軽にスポーツを楽しめる施設として市民
に利用されています。
メインアリーナの他、サブアリーナ、・アスレチックジム ・弓道場・会議室・和室などが利用できま
す。

要相談 要相談 80台 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

318 江川プロムナード エガワプロムナード 埼玉県富士見市関沢3付近・江川
沿い

東武東上線みずほ台駅西口より徒歩10分程度 ○ 富士見市 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/2010-1129-1313-128.html

住宅地内を東西に流れる富士見江川の河川敷地を利用して作られた、約610メートルの水と緑の遊歩道で
す。「水と遊びのストリート」「藤棚ストリート」「親水と新緑のストリート」の3つのテーマからな
り、平成9年の完成以来、市民の憩いの場として親しまれています。

要相談 要相談 無 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

319 水子貝塚公園 ミズコカイヅカコウエン 埼玉県富士見市大字水子2003-1 東武東上線みずほ台駅から徒歩約15～20分
東武東上線みずほ台駅東口から市内循環バス（約５
分） 富士見市役所行き、「水子貝塚公園」下車
東武東上線志木駅東口から東武バス（約15分）
「下南畑」または「富士見高校」行き／「貝塚公園
入口」下車徒歩２分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/madoguchi_shisetsu/02shisetsu/shiryoukan/mizukokaiduka/2012-0130-1426-126.html水子貝塚は、縄文時代前期を代表する貝塚として、昭和44年、国の史跡に指定されました。その後、遺
跡の保存と活用のため整備が行われ、平成6年、『縄文ふれあい広場 水子貝塚公園』として開園しまし
た。
公園に隣接した『水子貝塚資料館』では、市内の遺跡から出土した考古資料を中心に展示を行なってい
ます。

要相談 要相談 48台(うち身障
者用２台）

富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

320 難波田城公園 ナンバタジョウコウエン 埼玉県富士見市大字下南畑568-1 東武東上線志木駅東口から東武バス・富士見高校行
き「興禅寺入口」下車徒歩3分／下南畑行き終点下
車徒歩10分
東武東上線鶴瀬駅東口から市内循環バス「難波田城
公園入口」下車徒歩2分／「興禅寺」下車徒歩7分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/madoguchi_shise
tsu/02shisetsu/shiryoukan/nanbatajo/sisetu-
gaiyou.html

難波田城は、中世に富士見市を本拠に活躍した難波田氏の城館跡で、昭和36年、埼玉県旧跡に指定され
ました。難波田城公園は、敷地面積約17000平方メートルの歴史公園で、貴重な文化遺産を保存し活用す
ることを目的にその一部を整備し、平成12年6月にオープンしました。難波田城の姿を復原した「城跡
ゾーン」と、市内に建てられていた古民家を移築復原した「古民家ゾーン」で構成されています。

要相談 要相談 50台 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

321 富士見市立中央図書館 フジミシリツチュウオウトショカン 埼玉県富士見市大字鶴馬１８７
３－１

東武東上線 鶴瀬駅東口より　徒歩２０分
東武東上線 鶴瀬駅東口より市内循環バス　富士見
市立中央図書館下車　徒歩０分／富士見市役所下車
徒歩２分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/miru_tanoshimu/syougaigaku/toshokan/toshokan.html中央図書館は平成6年の開館以来、市民の情報収集の中心施設として親しまれています。
図書館南側にあるからくり時計塔は、毎日決まった時間になると動物たちがとびだして、楽しく時を告
げてくれます。

要相談 要相談 94台 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

322 文化の杜公園 ブンカノモリコウエン 埼玉県富士見市大字鶴馬1867番
地1外

東武東上線 鶴瀬駅東口より　徒歩２０分
東武東上線 鶴瀬駅東口より市内循環バス　富士見
市立中央図書館下車　徒歩２分／富士見市役所下車
徒歩２分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/19chikat
u/location/ichiran/2010-1130-0848-128.html

文化の杜公園は平成15年4月にオープンしました。周囲は市役所、市民文化会館、市民総合体育館、中央
図書館などの公共施設に囲まれており、市内の大きな催しの会場にもなる公園です。

要相談 要相談 無 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html
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323 しののめの里 シノノメノサト 埼玉県富士見市下南畑70-1 東武東上線鶴瀬駅東口からタクシーで約10分
東武東上線みずほ台駅東口からタクシーで約8分
東武東上線「志木駅」東口から東武バス富士見高校
行　難波田城公園南口下車　徒歩10分

○ 富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/19chikatu/location/ichiran/2010-1117-1607-126.htmlしののめ（東雲）の里は、入間東部広域斎場（富士見市・ふじみ野市・三芳町）として平成20年6月に供
用開始しました。
施設の西側には新河岸川が流れ、田園地帯の静かな環境となっています。

要相談 要相談 282台 富士見市　地域文化振興課
フィルムコミッション・富士見担当

埼玉県富士見市鶴馬1800-1 049-251-2711 http://www.city.fujimi.saitama.jp/40shisei/19chika
tu/Location/index.html

324 かあいファミリークリニック カアイファミイリークリニック 越生町上野1025 東部越生線武州唐沢駅から徒歩5分 ○ 越生町 http://www.kaai-family-clinic.org/ 南フランスのプロバンス風なクリニックです。一見、あまり診療所には見えませんが、 院内はパイン材
を使用し、また家具も、木にこだわりました。

要相談 水・祝祭日 要相談 有　５０台 かあいファミリークリニック 埼玉県入間郡越生町上野1025 049-299-6222 http://www.kaai-family-clinic.org/

325 川越いも農場 島田屋総本家 カワゴエイモノウジョウ　シマダヤソウホン
ケ

入間郡三芳町上富1471-1 関越道三芳ETCより1分 ○ ○ 三芳町 http://kawagoeimo.sakura.ne.jp/ 1694年川越藩の命を受け川越芋生産地を開拓した名主農場。皇太子殿下、秋篠宮殿下、秋篠宮妃殿下が
訪問された農場です。

要相談 要相談 川越芋農場、長屋門、土蔵、屋敷 有 川越いも農場 島田屋総本家 入間郡三芳町上富1471-1 090-6146-8061 http://kawagoeimo.sakura.ne.jp/

326 三橋の森　ラ・クラリエール ミハシノモリ　ラ・クラリエール さいたま市大宮区三橋1丁目1331 電車：ＪＲ京浜東北大宮駅より車10分 ○ ○ さいたま市 http://la-clairiere.jp/ 緑に囲まれた広いガーデンとリゾート地のような雰囲気の建物が魅力です。 10:00～19:00
（時間外応相談）

土日祝日以外 館内、チャペル、カフェ、ガーデン 有 三橋の森　ラ・クラリエール さいたま市大宮区三橋1-1331 048-658-2003 http://la-clairiere.jp/

327 大場川マリーナ(埼玉県河川公社） オオバガワマリーナ（サイタマケンカセンコ
ウシャ）

八潮市大字古新田字宇出津9-1 つくばエクスプレス八潮駅南口より金町駅行きバス
3分潮止橋南下車徒歩10分

○ ○ ○ 八潮市 http://www.saitamariver.or.jp/marina.html#ohbakawa 八潮市の大場川に位置し、愛艇でのリバークルージング、ウォーターレジャーはもちろん、東京湾まで
もわずか45分、釣りのポイントも広がりきっと満足のいくマリンライフがあなたを待っています。

要相談 要相談 要相談 100台 埼玉県河川公社 川口市弥平町3-12-8 048-226-5953 https://www.ohbagawa.com/

328 芝川マリーナ(埼玉県河川公社） シバカワマリーナ（サイタマケンカセンコウ
シャ）

川口市弥平町3-12-8 JR川口駅東口より舎人団地行きバス15分弥平町下車
徒歩1分

○ ○ ○ 川口市 http://www.saitamariver.or.jp/marina.html#ohbakawa 川口市内にある本格的マリーナでマリーナへのアクセス良好です。愛艇でのリバークルージングはもち
ろん、東京湾まで荒川を下りわずか45分。さらに伊豆諸島までも足を伸ばせます。

要相談 要相談 要相談 30台 埼玉県河川公社 川口市弥平町3-12-8 048-226-5953 http://www.saitamariver.or.jp/

329 名主の古民家 メイヌシノコミンカ 坂戸市赤尾1619 電車：東武東上線北坂戸駅よりタクシーで15分 ○ ○ ○ 坂戸市 https://kominka-location.com/ 築100年以上の古民家、蔵・奥庭・山林・竹やぶ等があり、明治～昭和初期の時代背景に使用できる撮影
場所が多いです。

終日可能 いつでも利用可
能

全エリア撮影可能 乗用車5～6台
駐車可能

名主の古民家 坂戸市赤尾1619 090-6167-8395 https://kominka-location.com/

330 アートグレイス　ウエディングシャトー アートグレイス　ウエディングシャトー さいたま市北区植竹町1－816－7 ＪＲ大宮駅より車で10分
ＪＲ土呂駅より徒歩で9分

○ ○ さいたま市 https://www.bestbridal.co.jp/saitama/artgrace_chateaux_omiya/ゴシック建築の様式をした埼玉県最大級のチャペルを保有。ヨーロッパをイメージした大邸宅があり結
婚式やパーティーの撮影が多いです。

12:00～20:00 平日 撮影箇所は応相談 有 アートグレイス　ウエディングシャトー さいたま市北区植竹町1－816－7 03-5464-1488 https://www.bestbridal.co.jp/saitama/artgrace_chat
eaux_omiya/

331 アートグレイス　大宮璃宮 アートグレイス　オオミヤリキュウ さいたま市北区植竹町1－816－7 ＪＲ大宮駅より車で10分
ＪＲ土呂駅より徒歩で9分

○ ○ さいたま市 https://www.bestbridal.co.jp/saitama/rikyu_omiya/ 埼玉県有数の日本庭園があります。建物はラグジュアリーホテルをイメージしており、高級感あるイン
テリアが揃っています。和装の撮影も多いです。

12:00～20:00 平日 撮影箇所は応相談 有 アートグレイス　大宮璃宮 さいたま市北区植竹町1－816－7 03-5464-1488 https://www.bestbridal.co.jp/saitama/rikyu_omiya/

332 狭山市立智光山公園 サヤマシリツチコウザンコウエン 狭山市柏原561 西武新宿線「狭山市」駅西口よりバス１５分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ 自然を活かした里山公園式の都市公園で、園内には、桜の園や花菖蒲園の他、都市緑化植物園などがあ
り、四季折々の花々が楽しめる。また、テニスコートや宿泊施設、ことも動物園などがあります。

要相談 要相談 撮影許可が必要です。利用条件については、公園内
の施設により、異なるため要相談

２００台 狭山市公園施設管理事務所 狭山市柏原561 04-2953-5111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

333 埼玉県立狭山稲荷山公園（市管理部分） サイタマケンリツサヤマイナリヤマコウエン 狭山市稲荷山１丁目地内 西武池袋線「稲荷山公園」駅北口から徒歩１分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ 自然を活かした里山公園式の都市公園で、園内には、２００本程の桜があり、季節には沢山の人で賑わ
います。駅から近く、アクセスが良いです。

要相談 要相談 撮影許可が必要です。許可の範囲での撮影であるこ
と。

５０台 狭山市公園施設管理事務所 狭山市柏原561 04-2953-5111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

334 埼玉県立狭山稲荷山公園（県管理部分） サイタマケンリツサヤマイナリヤマコウエン 狭山市稲荷山１丁目地内 西武池袋線「稲荷山公園」駅北口から徒歩１分 ○ ○ 狭山市 ― 自然を活かした里山公園式の都市公園で、園内には、２００本程の桜があり、季節には沢山の人で賑わ
います。駅から近く、アクセスが良いです。

要相談 要相談 撮影許可が必要です。許可の範囲での撮影であるこ
と。

５０台 埼玉県立稲荷山公園管理事務所 狭山市稲荷山１丁目２３―１ 04-2955-3228 ―

335 赤坂の森公園 アカサカノモリコウエン 狭山市堀兼２４８４―３ 西武新宿線「入曽」駅東口からタクシー１０分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ 自然林に囲まれた公園で、サッカー場や遊歩道があり、森林浴が満喫できます。ジョギングなどに最適
です。

要相談 要相談 撮影許可が必要です。許可の範囲での撮影であるこ
と。

３０台 狭山市公園施設管理事務所 狭山市柏原561 04-2953-5111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

336 入曽多目的広場 イリソタモクテキヒロバ 狭山市大字南入曽７５５―１ 西武新宿線「入曽」駅西口から徒歩１５分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ テニスコートやソフトボール場があり、航空自衛隊入間基地が近く、飛行機マニアには、たまらない場
所です。

要相談 要相談 撮影許可が必要です。許可の範囲での撮影であるこ
と。

２０台 狭山市公園施設管理事務所 狭山市柏原561 04-2953-5111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

337 新狭山公園 シンサヤマコウエン 狭山市新狭山１丁目４番地 西武新宿線「新狭山」駅北口から徒歩２０分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ テニスコートや野球場があり、倶楽部ハウスもあります。周辺には、工業団地が隣接しています。 要相談 要相談 撮影許可が必要です。許可の範囲での撮影であるこ
と。

１０台 狭山市公園施設管理事務所 狭山市柏原５６１ 04-2953-５111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

338 （入間川）河川敷中央公園 （イルマガワ）カセンジキチュウオウコウエ
ン

狭山市広瀬東１丁目・広瀬東２
丁目・柏原地内の河川敷

西武新宿線「狭山市」駅西口から徒歩１５分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ 入間川の河川敷公園で、快晴の日には、富士山も見える景色の良い公園です。 要相談 要相談 河川法の規制に抵触しないこと。及び県土事務所の
許可が得られる範囲内である撮影であること。

３０台 狭山市公園施設管理事務所 狭山市柏原561 04-2953-5111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

339 （入間川）広瀬河川敷公園 （イルマガワ）ヒロセカセンジキコウエン 狭山市広瀬1丁目地内の河川敷 西武新宿線「狭山市」駅西口から徒歩２５分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp/ 入間川の河川敷で、快晴の日には、富士山も見える景色の良い公園です。 要相談 要相談 河川法の規制に抵触しないこと。及び県土事務所の
許可が得られる範囲内である撮影内容であること。

４０台 狭山市商工業振興課 狭山市入間川１―２３―５ 04-2953-1111 http://www.city.sayama.saitama.jp/

340 パティスリーティンク パティスリーティンク 久喜市久喜東3-34-9 ＪＲ久喜駅東口から徒歩15分 ○ ○ 久喜市 http://www.tink2002.com/ 住宅地にたたずむ地域密着の小さなケーキ屋さんです。 9：00～19：30 要相談 無 パティスリーティンク 久喜市久喜東3-34-9 0480-22-3067 http://www.tink2002.com/
341 東部地域振興ふれあい拠点施設（愛称：ふれあい

キューブ）
トウブチイキシンコウフレアイキョテンシセ
ツ（フレアイキューブ）

春日部市南1-1-7 東武線春日部駅西口より徒歩5分 ○ ○ ○ 春日部市 http://kasukabehall.jp/index.html 洗練されたデザインの外観、多様な機能を持つ多目的ホール、エントランス、フリースペースなど従来
の公共施設にはないイメージを持つ施設です。

09:00/22:00
応相談

点検日等を除く 埼玉県、春日部市が運営する施設（多目的ホール、
市民活動センター、保健センター、その他共用部）
につきましては日時を含め柔軟に対応できます。近
隣が住宅街の為、騒音等のご配慮をお願いします。

無 東部地域振興ふれあい拠点施設 春日部市南1-1-7 048-734-3005 http://kasukabehall.jp/

342 きんまる星醤油 熊谷市妻沼372-1 ○ ○ ○ 熊谷市 048-588-1371
343 西武鉄道株式会社 セイブテツドウカブシキガイシャ ○ ○ 所沢市 https://www.seiburailway.jp/ 映画やテレビドラマなどの撮影ポイントとして相応しいと思える駅施設を紹介し、また電車（回送・臨

時電車）内での撮影を有料にて協力しております。特に要望の高かった駅施設や電車を使った撮影が出
来るように、制作会社様の要望にできるだけお答えできるように体制を整えました。

要相談 要相談 駅施設、電車利用を実施する上で「安全第一」であ
ること「鉄道ご利用のお客様最優先」であること。
またご利用頂いている映り込みについてはご遠慮い
ただいております。
公序良俗に反する内容、反社会的な内容、当社及び
鉄道のイメージを損なう内容、危険行為を伴う撮影
※上記を踏まえ各施設と調整

西武鉄道株式会社　スマイル＆スマイル
部　FC担当

所沢市くすのき台1-11-1 04-2926-2225 http://www.seibu-group.co.jp/railways/

344 東玉総本店 トウギョクソウホンテン さいたま市岩槻区本町3-2 東武線岩槻駅前 ○ さいたま市 http://www.tougyoku.com/ 要相談 要相談 有 東玉総本店 さいたま市岩槻区本町3-2 048-756-1111 http://www.tougyoku.com/
345 加藤牧場 カトウボクジョウ 日高市旭ヶ丘572　バッフィ日高

本店
JR武蔵高萩駅より徒歩約15分 ○ ○ 日高市 http://www.baffi.ne.jp/ 牧場（牛、ヤギ、犬）、広場、倉庫があります。 要相談 要相談 有 （有）加藤牧場 日高市旭ヶ丘572　バッフィ日高本店 042-984-1414 http://www.baffi.ne.jp/

346 小江戸蔵里（川越市産業観光館） コエドクラリ（ジカワゴエシサンギョウカン
コウカン）

川越市新富町1-10-1 JR・東武東上線　川越駅より徒歩15分
西武新宿線　本川越駅より徒歩3分

○ ○ 川越市 http://www.machikawa.co.jp/ 明治・大正・昭和に建てられた旧酒蔵を当時の面影を残しつつ改修した施設。「川越ブランド」のおみ
やげが揃う明治蔵。地場の食材を使ったレストランの大正蔵。地元野菜や弁当等を販売する昭和蔵。
ギャラリー等がある展示蔵があります。小江戸情緒を伝える紀行、グルメ、旅番組等のロケに大変適し
ています。

10:00/19:00
応相談

応相談 ①無休の営業体制の為、ロケの為の臨時休業は難し
い（応相談）
②建物などへの造作は原則不可（応相談）

有 (株)まちづくり川越　川越市産業観光館
（小江戸蔵里）

川越市新富町1-10-1 049-228-8888 http://www.machikawa.co.jp/

347 大福茶屋　さわた ダイフクヂャヤ　サワタ 熊谷市妻沼1537-2 ○ 熊谷市 https://www.daifukuchaya.com/ 築110年近くの蔵づくり風の古民家。現在は菓子販売と甘味などが食べられる店舗になっています。 要相談 要相談 有 大福茶屋　さわた 熊谷市妻沼1537-2 https://www.daifukuchaya.com/

348 滝澤酒造 タキザワシュゾウ 深谷市田所町9-20 深谷駅より徒歩10分 ○ ○ 深谷市 https://kikuizumi.jp/ 昭和5年建設の巨大レンガ、大正元年建築のレンガ蔵、江戸末期の仕込蔵、江戸末期の店舗があります。 要相談 要相談 有 滝澤酒造株式会社 深谷市田所町9-20 048-571-0267 https://kikuizumi.jp/

349 天然温泉　花咲の湯　HANASAKI SPA テンネンオンセン　ハナサキノユ 上尾市原市570 原市駅より徒歩5分 ○ ○ 上尾市 http://hanasakispa.jp/ フレンチベトナムをイメージしたアジアンリゾート風スーパー銭湯。豊富な植栽を有する館内や露天風
呂などが特徴です。天然温泉、高濃度炭酸泉、ロウリュサービス、岩盤浴、レストラン、リラクゼー
ション等があります。

要相談 要相談 原則、営業時間外。営業時間内は要相談 有 天然温泉　花咲の湯 上尾市原市570 048-723-3726 http://hanasakispa.jp/

350 麻原酒造　越生ブリュワリー アサハラシュゾウ　オゴセブリュワリー 入間郡越生町上野2906-1 ○ ○ 越生町 http://www.musashino-asahara.jp/index.html 売場、越生新工場等があります。 要相談 要相談 有 麻原酒造(株)越生ブリュワリー 入間郡越生町上野2906-1 049-298-6010 http://www.musashino-asahara.jp/index.html
351 四季の懐石　桜茶屋 シキノカイセキ　サクラヂャヤ さいたま市岩槻区城町2-6-54 岩槻駅より車10分 ○ ○ さいたま市 https://www.sakura-iwatsuki.com/ 日本庭園（苔庭）と日本家屋があります。 要相談 定休日（火曜

日）
閑散期は定休日以外も可 有 四季の懐石　桜茶屋 さいたま市岩槻区城町2-6-54 048-758-2600 https://www.sakura-iwatsuki.com/

352 株式会社　文楽 カブシキガイシャ　ブンラク 上尾市上町2-5-5 上尾駅より徒歩15分 ○ ○ 上尾市 https://www.kitanishishuzo.co.jp/ 酒蔵と1Fに蕎麦レストランあります。 要相談 要相談 有 株式会社　文楽 上尾市上町2-5-5 048-771-0011 https://www.kitanishishuzo.co.jp/
353 旧芦ケ久保小学校 キュウアシガクボショウガッコウ 秩父郡横瀬町大字芦ケ久保637 ○ ○ 横瀬町 http://www.yokoze.org/shisetsu/ashigakubo_elementa

ryschool/
平成20年廃校。山あいの自然豊かな小さな学校。学校の撮影などに適しております。木造と鉄筋コンク
リートの校舎が並んでいます。映画やドラマの撮影など学校シーンのロケに最適です。

09:00/17:00 その他要相談 撮影内容による 有 横瀬町観光・産業振興協会
（横瀬町ブコーさん観光案内所内）

秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保159 0494-25-0450 http://www.yokoze.org/guide/location/

354 寺坂棚田 テラサカタナダ 秩父郡横瀬町大字横瀬1846 ○ ○ 横瀬町 http://www.yokoze.org/shisetsu/terasaka_tanada/ 都心から近い原風景。忘れている何かを思い出す。どこか懐かしい景色があなたを待っている。県内最
大級の棚田で全体面積が約5.2ｈａ、うち田んぼは約4ｈａ。武甲山を中心に連なる山々を背景にした絶
好のロケーションにあり、初夏の田植えから初秋には黄金の稲穂、朱色の彼岸花など、里山の風景が四
季を通じて楽しめます。

要相談 要相談 無 横瀬町観光・産業振興協会
（横瀬町ブコーさん観光案内所内）

秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保159 0494-25-0450 http://www.yokoze.org/guide/location/

355 東亜酒造 トウアシュゾウ 羽生市西4-1-11 ○ ○ 羽生市 https://www.toashuzo.com/ 09:00/17:00 土、日、祝日を
除く営業日

(株)東亜酒造 羽生市西4-1-11 048-561-3311 https://www.toashuzo.com/

356 狭山茶　吉野園 サヤマチャ　ヨシノエン 日高市森戸新田27 関越道　鶴ヶ島ICより約8分、圏央道　圏央鶴ヶ島
ICより約4分

○ 日高市 http://www.yoshinoen.gr.jp/toppage.htm 茶畑です。 朝から日没まで 要相談 ５月、７月の製造時期は不可
その他の時期は要相談

有 狭山茶　吉野園 日高市森戸新田27 042-989-2243 http://www.yoshinoen.gr.jp/toppage.htm

357 ホンダエアポート ホンダエアポート 比企郡川島町大字出丸下郷53-1 関越道　川越ICより約30分、圏央道　川島ICより約
10分

○ ○ ○ 川島町 http://www.honda-air.com/ 要相談 要相談 航空機の運行及び整備作業に影響を与えないこと
騒音で近隣に迷惑をかけないこと

有 ホンダエアポート 比企郡川島町大字出丸下郷53-1 049-299-1111 http://www.honda-air.com/

358 湯郷　白寿の湯 ユゴウ　ハクジュノユ 児玉郡神川町渡瀬337-1 関越道　本庄児玉ICより約25分 ○ ○ 神川町 https://ofurocafe-hakujyu.com/ 日帰り温泉施設です。 要相談 要相談 お客様、近隣の方の迷惑にならないこと 有 湯郷　白寿の湯 児玉郡神川町渡瀬337-1 0274-52-3771 https://ofurocafe-hakujyu.com/
359 湯郷　玉川温泉 ユゴウ　タマガワオンセン 比企郡ときがわ町大字玉川3700 関越道　東松山ICより約13km ○ ○ ときがわ町 https://tamagawa-onsen.com/ 日帰り温泉施設です。 要相談 要相談 お客様、近隣の方の迷惑にならないこと 有 湯郷　玉川温泉 比企郡ときがわ町大字玉川3700 0493-65-4977 https://tamagawa-onsen.com/
360 醤遊王国 ショウユオウコク 日高市田波目804-1 関越道　鶴ヶ島ICより約15分 ○ ○ 日高市 http://yugeta.com/ 昔ながらの伝統的な杉桶を使用した仕込み蔵があります。 9:00/17:00 要相談 撮影2週間前までに連絡をしてください 有 醤遊王国 日高市田波目804-1 042-985-8011 http://yugeta.com/
361 砂風呂屋　孳～ふゆる～ スナブロヤ　フユル 熊谷市中曽根106-1 関越道　東松山ICより熊谷方面（国道407号）村岡

交差点右折
○ ○ 熊谷市 https://ameblo.jp/sunaburoya/ 江戸末期の長屋門を改築した砂風呂屋です。まわりを田んぼと畑に囲まれ、前には川が流れています。

季節折々の風景が楽しめます。
10：00～20：00 平日 建物内はお客様のいない時間のみ。完全予約制です

ので、ご相談に応じます。
有 砂風呂屋　孳～ふゆる～ 熊谷市中曽根106-1 048-501-6426 https://ameblo.jp/sunaburoya/

362 (株)住生住宅販売　ふじみ野モデルハウス スミセイジュウタクハンバイ　フジミノモデ
ルハウス

ふじみ野市ふじみ野4-9-6 東武東上線　ふじみ野駅西口駅前通り　二つ目の交
差点左折

○ ○ ふじみ野市 http://furecr.jp/fujimino-photogallery/ 清潔感あふれる広々とした玄関ホールを抜けると開放感たっぷりの吹き抜けのあるリビングダイニング
が現れます。ナチュラルカラーのキッチンを備えた明るい空間が広がり、リビングの外には洋風のタイ
ル張りのパティオ、その他１階にはモダンな雰囲気の和室も。2階にはシンプルインテリアの主寝室と可
愛らしい子供部屋がございます。各部屋インテリアも揃っており、お洒落で居心地の良い空間が自慢で
す。

10:00/18:00 要相談 モデルハウス内は、上下水道は使用できません。
（併設の事務所にて使用可能）

お問合せくだ
さい

(株)住生住宅販売　ふじみ野モデルハウ
ス

ふじみ野市ふじみ野4-9-6 049-255-8800 http://furecr.jp/fujimino-photogallery/

363 さくら堤公園 サクラツツミコウエン 吉見町大字飯島新田～蚊斗谷 東松山ICよりおよそ20分 ○ ○ 吉見町 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/machiseibika/1/369.htmlふるさと歩道の一部にあたり、1.8kmにわたる桜のトンネル。菜の花とのコントラストが美しいスポット
です。

8:30～17:15 平日 公園使用料を負担いただきます。 100台 吉見町役場まち整備課都市計画係 吉見町大字下細谷４１１ 0493-54-1511 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/machis
eibika/1/369.html

364 フレサよしみ フレサヨシミ 吉見町大字中新井508 東松山ICよりおよそ20分 ○ 吉見町 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/gyosei/3/1_7/1/1161.html大小3つのホールと5つの会議室を併設した真新しい町民会館です。撮影を全面サポートしています。 9:00～17:00（要相談） 平日 施設使用料を負担いただきます。 350台 吉見町役場生涯学習課町民会館係 吉見町大字中新井508 0493-53-1331 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/gyosei/3/1_7/1
/1161.html

365 ふれあい広場 フレアイヒロバ 吉見町大字小新井１４２ 東松山ICよりおよそ20分 ○ 吉見町 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/shogaigakushuk/4/6/529.html陸上競技場や多目的グラウンドなどスポーツ施設とピクニック広場などが整備されています。プールや
体育館も隣接しています。

9:00～17:00 要相談 施設使用料を負担いただきます。 230台 吉見町役場生涯学習課生涯スポーツ係 吉見町大字小新井１４２ 0493-54-5625 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/shogai
gakushuk/4/6/529.html

366 八丁湖公園 ハッチョウココウエン 吉見町大字黒岩地内 東松山ICよりおよそ20分 ○ ○ 吉見町 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/machiseibika/1/370.html比企地域最大の人造湖。約2㎞の遊歩道も整備され、四季折々の表情が楽しめます。 8:30～17:15 平日 公園使用料を負担いただきます。 50台 吉見町役場まち整備課都市計画係 吉見町大字下細谷４１１ 0493-54-1511 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/soshiki/machis
eibika/1/370.html

367 吉見コスモスまつり ヨシミコスモスマツリ 吉見町大字下細谷耕地内 東松山ICよりおよそ15分 ○ 吉見町  広大な敷地に見渡す限りのコスモス。イベントでは気球遊覧や枝豆狩りが楽しめます。 8:30～17:15 要相談 吉見町役場農政環境課農政係 吉見町大字下細谷４１１ 0493-54-1511 https://www.town.yoshimi.saitama.jp/
368 道の駅いちごの里よしみ ミチノエキイチゴノサトヨシミ 吉見町大字久保田1737 東松山ICよりおよそ15分 ○ ○ 吉見町 http://www.ichigonosato.com/ 県内15番目の道の駅。町の特産品いちごを活用した商品の販売や円形広場、遊具なども充実していま

す。
9:00～17:00 要相談 200台 吉見町役場地域振興課商工観光係 吉見町大字下細谷４１１ 0493-54-1511 http://www.ichigonosato.com/

369 フレンドシップ・ハイツよしみ フレンドシップハイツヨシミ 吉見町大字黒岩602 東松山ICよりおよそ20分 ○ 吉見町 http://www.friend-yoshimi.co.jp/ 研修室、体育館、テニスコートなど研修、スポーツの拠点として利用いただける宿泊施設です。 要相談 要相談 50台 吉見町役場地域振興課商工観光係 吉見町大字下細谷４１１ 0493-54-1511 http://www.friend-yoshimi.co.jp/
370 聖天宮 セイテンキュウ 坂戸市塚越51-1 東武東上線「若葉駅」東口から2.5km。車の場合、

坂戸市には３つのインターチェンジ有。
○ 坂戸市 http://www.seitenkyu.com 本場台湾の宮大工が15年間かけて造ったお宮。閑静な場所に建設され敷地内には森林有。 要相談 要相談 祭事の時等、利用除外日有 聖天宮 坂戸市塚越51-1 049-281-1161 http://www.seitenkyu.com/

371 さいたまメディカルタウン サイタマメディカルタウン さいたま市大宮区天沼町2-759 ＪＲ京浜東北線「さいたま新都心駅」東口から徒歩
15分

○ ○ ○ さいたま市 http://saitama-mt.com/ 最近開発が進むさいたま新都心駅が最寄り駅。閑静な住宅街の中にモダンな画像センターです。 要相談 要相談 あり さいたまメディカルタウン さいたま市大宮区天沼町2-759 048-658-3750 http://saitama-mt.com/

372 モダン亭　太陽軒 モダンテイ　タイヨウケン 埼玉県川越市元町1-1-23 東武東上線「川越駅」バス15分 ○ ○ ○ 川越市 https://taiyouken.co.jp/ 観光客でにぎわう名所「時の鐘」付近の喧騒を少し離れた路地入ると、色漆喰塗りの外壁、ステンドグ
ラスが美しい2階建て洋館が佇んでいます。

要相談 要相談 要相談 駐車場有 モダン亭　太陽軒 川越市元町1-1-23 049-222-0259 https://taiyouken.co.jp/

373 星渓園 セイケイエン 熊谷市鎌倉町32番地 ＪＲ高崎線｢熊谷駅｣北口から徒歩約15分 ○ ○ ○ 熊谷市 https://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/midokoro/seikeien.html星溪園は回遊式庭園で、熊谷の発展に数々の偉業を成した竹井澹如翁によって慶応年間から明治初年に
かけてつくられました。平成2年から4年にかけて園内の整備が行われた際には、老朽化の見られた建物
を数奇屋感覚が取り入れた上で復元しました。園内には、星溪寮、松風庵、積翠閣の3つの建物があり、
お茶会などの日本的文化教養の場として、利用できます。

要相談 要相談 6台 熊谷フィルムコミッション 熊谷市宮町2-47-1 048-524-1111

374 坂田医院旧診療所 サカタイインキュウシンリョウジョ 熊谷市妻沼1420 ＪＲ高崎線｢熊谷駅｣北口からバス約20分 ○ ○ ○ 熊谷市 http://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/midokoro/saka
taiin.html

昭和6年に建てられた産科･内科医院で、昭和50年代前半まで使用されていました。建物は鉄筋コンク
リート造、平屋建てで、玄関ポーチが付き、正面側はスクラッチタイル貼りになっています。内部は、
壁や天井、建具や照明器具などに当時流行のデザインを取り入れ、床はフローリングになっています。
昭和初期のモダンスタイルでまとめられた洋館は、町の近代化を象徴する建物であったと考えられ国登
録有形文化財にも登録されました。

要相談 要相談 あり 熊谷フィルムコミッション 熊谷市宮町2-47-1 048-524-1111

375 山田町整骨院 ヤマダチョウセイコツイン 坂戸市山田町11-18 ○ 坂戸市 受付、施術ベッド4台、物理療法機械3台、ウォーターベッド1台あります。
2階建ての単独建物です。２階部分は住居としての作りになっているので、住居シーンにも活用できま
す。駐車場４台～５台程度あります。

要相談 要相談 あり 山田町整骨院 坂戸市山田町11-18 049-270-3349

376 ステンドグラスバロック ステンドグラスバロック さいたま市西区島根206 ○ さいたま市 http://www.baroque-web.com/ 1975年創立のステンドグラス工房です。テンドグラス多数、展示の特設ギャラリーもあります。 9:00～18:00（要相談） 月～金 ステンドグラスバロック さいたま市西区島根206 048-778-8071
377 西田園 ニシダエン 熊谷市妻沼1523 ○ ○ 熊谷市 国宝聖天山近隣。茶屋。和風の落ち着いた空間。昭和の懐かし風景。築90年の古民家。オート三輪他有

り。雪くまの取材が多々あります。
8：30～19：00 応相談 外観、店舗内 ㈱西田園　(小林) 熊谷市妻沼1523 0276-61-0304

378 滑川町役場 ナメガワマチヤクバ 比企郡滑川町福田750-1 車：関越自動車道東松山ＩＣより約10分 ○ 滑川町 https://www.town.namegawa.saitama.jp/ 平成25年にリニューアルしたばかりの、役場1階ロビー風景。 昼間 祝祭日、年末年
始

外観、ホール 有 滑川町役場総務政策課秘書広報担当 滑川町福田750-1 0493-56-2211

379 伊古の里 イコノサト 比企郡滑川町伊古1846-1 車：関越自動車道嵐山小川ＩＣより約10分 ○ ○ 滑川町 http://www.ikonosato.jp/pg132.html 標高131.8mと町内で最も高く、頂上の展望台からは、遠く浅間山、谷川岳、日光連山、秩父の山々、筑
波山や新宿の高層ビル群ま見渡せます。周辺では四季折々の花や、散策路などで自然を満喫できます。

要相談 要相談 展望塔、散策路、釣り堀 有 滑川町役場総務政策課秘書広報担当 滑川町福田750-1 0493-56-2211

380 エコミュージアムセンター エコミュージアムセンター 比企郡滑川町福田763-4 車：関越自動車道東松山ICより約10分 ○ 滑川町 https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkai/ecomuseum/sisetugaiyou/2229.html自然や文化をまるごと博物館に見立て、活用するための拠点施設。国指定天然記念物ミヤコタナゴの人
工繁殖、研究などを行っています。

要相談 要相談 外観 有 滑川町役場総務政策課秘書広報担当 滑川町福田750-1 0493-56-2211

381 文化スポーツセンター ブンカスポーツセンター 比企郡滑川町都189-1 車：関越自動車道東松山ICより約10分 ○ 滑川町 https://www.town.namegawa.saitama.jp/soshikikarasagasu/kyoikuiinkai/jimukyoku/shogaisportstanto/740.htmlスポーツ施設を利用したＣＭ、ドラマ、映画の撮影。テニスコート（クレイコート2面）及び管内会議
室。

要相談 要相談 テニスコート（クレイコート2面） 有 滑川町役場総務政策課秘書広報担当 滑川町福田750-1 0493-56-2211

382 おおのだな オオノダナ 熊谷市妻沼1530 ○ 熊谷市 店内インテリアは昭和レトロとレトロアメリカン。ラーメン店らしからぬ異空間な店内です。昭和40年
代のレトロカーを所有しています。(トヨタカローラスプリンター／富士重工ラビット)

10：00～20：00 応相談 外観、店舗内、車 うまいらーめん　おおのだな 熊谷市妻沼1530 090-3084-5194

383 本庄商工会議所 ホンジョウショウコウカイギショ 本庄市朝日町3-1-35 電車：ＪＲ高崎線本庄駅より徒歩12分 ○ 本庄市 http://www.honjocci.or.jp 使い方により、どんな建物にも見立てられます。 要相談 要相談 どこでもほぼＯＫ ９０台 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
384 田島屋旅館 タジマヤリョカン 本庄市児玉町児玉93-2 電車：ＪＲ八高線児玉駅より徒歩10分 ○ 本庄市 今どき珍しい、昭和テイストバッチリの古い旅館です。 要相談 要相談 使えるところは、どこでも使ってください。 ２台 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
385 ＪＡ埼玉ひびきの農業協同組合本店 ジェイエイサイタマヒビキノノウギョウキョ

ウドウクミアイホンテン
本庄市早稲田の杜1-14-1 電車：ＪＲ上越新幹線本庄早稲田駅より徒歩3分 ○ 本庄市 http://ja-hibikino.jp 平成２６年５月に現在地へ移転。グランドオープンしました。 要相談 要相談 ホール・エントランス・ギャラリー・ホワイエ 有り 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp

386 蔵髪 クラッパ 本庄市中央3-1-24 車：ＪＲ高崎線本庄駅より8分 ○ 本庄市 蔵を改装した美容院です。 要相談 要相談 使えるところは、どこでも使ってください。 ４台 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp
387 美里町役場庁舎 ミサトマチヤクバチョウシャ 児玉郡美里町大字木部323-1 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩15分

車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分
○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町の庁舎。入口上部に描かれた町を表現した壁画が特徴です。 8:30～17:15 有 美里町（総務税務課） 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-1115 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

388 美里町遺跡の森総合公園 ミサトマチイセキノモリソウゴウコウエン 児玉郡美里町大字甘粕343 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道本庄児玉ICまたは花園ICより美里
方面へ約20分

○ ○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園として体育施設・文化施設及び保健センター等が設置されている総合公園で
す。

8:30-21:30 有 美里町コミュニティーセンター 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

389 美里町遺跡の森館 ミサトマチイセキノモリカン 児玉郡美里町大字木部574 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道本庄児玉ICまたは花園ICより美里
方面へ約20分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設。催しが開催できるホールや文化財等の常設展示場を設置してい
ます。

9:00-21:30 有 美里町遺跡の森館 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

390 美里町民体育館 ミサトチョウミンタイイクカン 児玉郡美里町大字木部537-3 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設です。 8:30-21:30 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

391 美里町民武道館 ミサトチョウミンブドウカン 児玉郡美里町大字甘粕343 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道本庄児玉ICまたは花園ICより美里
方面へ約20分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設です。 8:30-21:30 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

392 美里町遺跡の森総合グランド ミサトマチイセキノモリソウゴウグランド 児玉郡美里町大字木部581 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設です。 8:30-21:30 夜間照明使用可 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

393 美里町遺跡の森テニスコート ミサトマチイセキノモリテニスコート 児玉郡美里町大字木部535-2 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設です。 9:00-21:00 夜間照明使用可 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

394 遺跡の森ターゲットバードゴルフ場 イセキノモリターゲットバードゴルフジョウ 児玉郡美里町大字甘粕350 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にあるレクリエーションスポーツ施設です。 8:30-17:00 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

395 天神山ターゲットバードゴルフ場 テンジンヤマターゲットバードゴルフジョウ 児玉郡美里町大字阿那志145 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩35分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約20分

○ ○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 東児玉地区にあるレクリエーションスポーツ施設です。 8:30-17:00 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

396 美里町体育広場 ミサトマチタイイクヒロバ 児玉郡美里町大字根木8 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩35分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約20分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 東児玉地区にあるレクリエーションスポーツ施設(グランド）です。 8:30-21:30 夜間照明使用可 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

397 美里町中央公民館（コミュニティセンター） ミサトマチチュウオウコウミンカン（コミュ
ニティセンター）

児玉郡美里町大字甘粕343 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設です。 8:30-2200 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

398 森の図書館 モリノトショカン 児玉郡美里町大字甘粕343 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内の中央公民館内にある図書館です。 10:00-18:00 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

399 美里町松久公民館 ミサトマチマツヒサコウミンカン 児玉郡美里町大字木部124-1 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 松久地区の公民館です。 8:30-22:00 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

400 美里町東児玉公民館 ミサトマチヒガシコダマコウミンカン 児玉郡美里町大字根木33-2 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩45分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約20分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 東児玉地区の公民館です。 8:30-22:00 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

401 美里町大沢公民館 ミサトマチオオサワコウミンカン 児玉郡美里町大字猪俣3010-1 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩30分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約10分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 大沢地区の公民館です。 8:30-22:00 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字甘粕343 0495-76-3431 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

402 美里町保健センター ミサトマチホケンセンター 児玉郡美里町大字木部538-5 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 美里町遺跡の森総合公園内にある施設です。 8:30～17:15 有 美里町保健センター 児玉郡美里町大字木部538-5 0495-76-2855 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

403 美里町立大沢小学校 ミサトチョウリツオオサワショウガッコウ 児玉郡美里町大字猪俣3019-2 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩30分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約10分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 公立小学校(大沢地区）です。 有 美里町教育委員会事務局　学校教育係 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-0201 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

404 美里町立東児玉小学校 ミサトチョウリツヒガシコダマショウガッコ
ウ

児玉郡美里町大字阿那志13 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩45分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約20分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 公立小学校(松久地区）です。 有 美里町教育委員会事務局　学校教育係 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-0201 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

405 美里町立松久小学校 ミサトチョウリツマツヒサショウガッコウ 児玉郡美里町大字駒衣341-2 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩20分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 公立小学校(東児玉地区）です。 有 美里町教育委員会事務局　学校教育係 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-0201 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html
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406 美里町立美里中学校 ミサトチョウリツミサトチュウガッコウ 児玉郡美里町大字駒衣１１１５
－１

電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩15分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 公立中学校(町内唯一）です。 有 美里町教育委員会事務局　学校教育係 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-0201 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

407 美里町駅前情報館・駅前児童公園 ミサトマチエキマエジョウホウカン・エキマ
エジドウコウエン

児玉郡美里町大字猪俣3499 電車：ＪＲ八高線松久駅前
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約１５分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html しゃれた建物で町の観光情報の発信地として町の情報やパンフレット等を置いています。また、駅を挟
んだ北側には駅前児童公園が設置されています。

有 美里町（総合政策課・建設水道課） 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-1111 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

408 美里町身馴川公園 ミサトマチミナレガワコウエン 児玉郡美里町大字南十条1-4 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩40分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約20分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 身馴川沿いに設置された公園。春には桜並木囲まれた公園として町民の憩の公園として人気の公園で
す。

有 美里町（建設水道課） 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-5134 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

409 カタクリ群生地 カタクリグンセイチ 児玉郡美里町大字円良田309-1他 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩60分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約20分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 町内の円良田地区では３月下旬になるとカタクリの花が咲き乱れます。 有 美里町観光協会 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-5133 https://www.misato-kanko.com/

410 曼珠沙華（彼岸花）の天神川 マンジュシャカ(ヒガンバナ)のテンジンガワ 児玉郡美里町大字甘粕1140他 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩10分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 秋季になる町内のあちらこちらに曼珠沙華（彼岸花）が咲き、特に天神川沿いには一面に咲き誇りま
す。９月の中旬から１０月上旬まで見ることができます。

有 美里町観光協会 児玉郡美里町大字木部323-1 0495-76-5133 https://www.misato-kanko.com/

411 百八燈塚 ヒャクハットウヅカ 児玉郡美里町大字猪俣1965-4先 ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 毎年8月15日に行われる行事「猪俣の百八燈」で火を灯す108基の塚です。 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html
412 水殿瓦窯跡 スイデンカワラカマアト 児玉郡美里町大字沼上428-1 ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 鎌倉時代の窯跡です。 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html
413 さらし井 サラシイ 児玉郡美里町大字広木1407-1 ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 朝貢絹布をさらした井戸といわれる万葉遺跡です。 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html
414 長坂聖天塚古墳 ナガサカショウテンヅカコフン 児玉郡美里町大字関2044-1 ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 5世紀前半に造られた直径50mの円墳です。 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html
415 広木大町古墳群 ヒロキオオマチコフングン 児玉郡美里町大字広木986 ○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 5世紀後半～7世紀代の古墳群です。 有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html
416 秋蚕の碑 シュウサンノヒ 児玉郡美里町大字木部468-1 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩10分

車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分
○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 明治時代、尾高惇忠が秋も養蚕をするように推奨しこの地で取り組み、その後全国で春夏秋の養蚕とな

りました。
有 美里町教育委員会事務局　生涯学習係 児玉郡美里町大字木部574 0495-76-0204 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html

417 真東寺の四国八十八ヶ所霊場お砂踏み シントウジノシコクハチジュウハッカショレ
イジョウオスナフミ

児玉郡美里町大字木部5546 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩15分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ 美里町 http://www.town.saitama-misato.lg.jp/index.html 真言宗智山派寺院の真東寺にの境内には、四国八十八ヶ所の写しが造作されており多くの巡礼者をあつ
めており、また児玉三十三霊場となっています。

有 真東寺 児玉郡美里町大字木部546 0495-76-1770 https://www.misato-kanko.com/

418 美里ゴルフ倶楽部 ミサトゴルフクラブ 児玉郡美里町大字猪俣3499 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩40分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約10分

○ ○ 美里町 有 美里ゴルフ倶楽部 児玉郡美里町大字猪俣3499 0495-76-2711

419 美里ロイヤルゴルフクラブ ミサトロイヤルゴルフクラブ 児玉郡美里町大字猪俣2494 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩40分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約10分

○ ○ 美里町 有 美里ロイヤルゴルフクラブ 児玉郡美里町大字猪俣2494 0495-76-3911

420 オリムピックカントリークラブ　レイクつぶらだ
コース

オリムピックカントリークラブ　レイクツブ
ラダコース

児玉郡美里町大字広木2461-1 電車：ＪＲ八高線松久駅より徒歩45分
車：関越自動車道花園ICより美里方面へ約15分

○ ○ 美里町 有 オリムピックカントリークラブ　レイク
つぶらだコース

児玉郡美里町大字広木2461-1 0495-76-5301
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421 産業リーシング株式会社 サンギョウリーシング（カ 児玉郡神川町二ノ宮字東駒形
808-8

車：関越自動車道　本庄児玉ＩＣ下車２５分 ○ 神川町 http://www.sangyo-leasing.co.jp/ 特撮にはもってこい。緑（山）に囲まれているため、音の心配もありません。 要相談 要相談 撮影場所により、日曜日限定の制限あり 有 彩の国本庄拠点フィルムコミッション 本庄市朝日町3-1-35 0495-22-5241 http://www.honjo-fc.jp

422 埼玉県県民活動総合センター サイタマケンケンミンカツドウソウゴウセン
ター

北足立郡伊奈町内宿6-26 電車：大宮駅から埼玉新都市交通ニューシャトル
（内宿（うちじゅく）行き）で、内宿駅まで約25
分、 内宿駅から無料送迎バスで約3分。または徒歩
約15分。
JR高崎線上尾駅（東口）から朝日バス（羽貫駅・伊
奈学園高校行き）で約25分、羽貫駅下車。ニュー
シャトルに乗り換え、内宿駅まで約3分。
JR宇都宮線蓮田駅（西口）から朝日バス（丸谷行
き、八幡神社行き又は菖蒲車庫行き）で約20分。上
平野バス停下車、徒歩約12分。または、けんちゃん
バス（県民活動総合センター行き）で約20分。
車：国道17号「久保」交差点(上尾市内)を伊奈方面
に約3.8km、「伊奈学園前」(伊奈町内)交差点を左
折し約0.9km、「県活センター前」交差点を通過
し、右側
国道122号「根金」交差点(蓮田市内)を伊奈方面に
約2.5km、「伊奈学園前」(伊奈町内)交差点を右折
し約0.9km、「県活センター前」交差点を通過し、
右側

○ 伊奈町 http://www.kenkatsu.or.jp/outline/ 約6万㎡の広大な敷地に立つ埼玉県の複合施設。舞台と客席のスペースや高さが変更できるホールや、陶
芸・絵画制作室、料理研究室、音楽スタジオ、多目的スタジオ、トレーニング室、体育館、グラウン
ド、テニスコート4面、ゲートボール場3面、宿泊施設（28室・110名）も有しています。別棟には本格的
な和・茶室もあり、散策路での撮影もできます。

9：00～21：30 要相談 原則、休館日（主に月曜日、国民の休日、年末年始
等）の御案内となりますが、撮影箇所により開館日
の撮影も可能です。

有 埼玉県県民活動総合センター管理部施設
管理担当

北足立郡伊奈町内宿6-26 048-728-7115

423 三井アウトレットパーク入間 ミツイアウトレットパークイルマ 入間市宮寺3169-1 圏央道「入間I.C」瑞穂、八王子方面出口から国道
16号を八王子方面へ約500m

○ 入間市 https://mitsui-shopping-park.com/mop/iruma/ ２００以上の店舗がそろうバラエティ豊かなアウトレット。グルメもフードコートにレストラン、カ
フェと充実。
春になると桜が開花し、お花見を楽しむことができる「入間の丘公園」や、夜は施設周辺の木々が美し
い色でライトアップされ、イルミネーションを楽しむことができます。

応相談 応相談 撮影にはご提出いただく書類や施設ルールがあるた
め、事前打合せは必須でお願いします。

有 三井アウトレットパーク入間 入間市宮寺3169-1 04-2935-1616 https://mitsui-shopping-park.com/mop/iruma/

424 あさひ山展望公園 ｱｻﾋﾔﾏﾃﾝﾎﾞｳｺｳｴﾝ 飯能市美杉台5-5 西武池袋線飯能駅から徒歩40分。
車：圏央道狭山・日高ICから30分

○ 飯能市 http://www.city.hanno.saitama.jp/ 270度に渡る展望が楽しめる公園です。 有 飯能市ロケーションサービス 飯能市双柳1-1 042-973-2111 http://www.city.hanno.saitama.jp/soshiki/18-3-2-0-
0_6.html

425 飯能銀座商店街 ﾊﾝﾉｳｷﾞﾝｻﾞｼｮｳﾃﾝｶﾞｲ 飯能市仲町6-6周辺 西武池袋線飯能駅から徒歩10分。
車：圏央道狭山・日高ICから20分

○ 飯能市 http://www.city.hanno.saitama.jp/ 昔を漂わせる街並み。地面がタイル張りなのが特徴的です。 有 飯能市ロケーションサービス 飯能市双柳1-1 042-973-2111 http://www.city.hanno.saitama.jp/soshiki/18-3-2-0-
0_6.html

426 埼玉県営大宮公園 サイタマケンエイオオミヤコウエン さいたま市大宮区高鼻町４丁目 電車：東武ｱｰﾊﾞﾝﾊﾟｰｸﾗｲﾝ大宮公園駅より徒歩10分
車：

○ さいたま市 http://www.pref.saitama.lg.jp/omiya-park/ 赤松や桜をはじめとした様々な樹木、池などからなる、開園１３０周年を迎えた約６８ｈａの県営公園
です。

応相談 応相談 有 大宮公園ロケーションサービス さいたま市大宮区高鼻町４丁目 048-641-6391

427 スタジオ サンパティック スタジオ サンパティック 川口市西立野641-9 埼玉高速鉄道　戸塚安行駅徒歩５分 ○ ○ ○ 川口市 http://www.sympathique.jp/ 大型洋風ハウススタジオ。TV-CM・再現ドラマ・MV・カタログ撮影など多岐にわたります。 ２４時間 年中無休 欧風一軒家スタジオが２棟。１００坪を越える芝生
庭

スタジオ サンパティック 川口市西立野641-9 0120-063-667 http://www.sympathique.jp

428 まつぶし緑の丘公園 マツブシミドリノオカコウエン 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川
戸２６０６－１

車：国道４号バイパス平方交差点から県道野田岩槻
線を野田方面へ約１．１ｋｍの赤沼南交差点を松伏
方面へ０．９ｋｍ。または、国道４号バイパス赤沼
交差点から県道春日部松伏線を松伏方面へ約１．８
ｋｍ

電車・バス：東武伊勢崎線せんげん台駅東口下車。
茨城急行バスで〔まつぶし緑の丘公園〕または〔松
伏町役場〕行きバスを利用し、　「まつぶし緑の丘
公園」停留所下車

○ ○ 松伏町 http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1260
148701019/index.html

埼玉県の県営公園。広大な芝生広場や池などの水辺エリアがあり、平成28年度に里山エリアがオープン
しました。

8：30～17：00 火～金 有 まつぶし緑の丘公園管理センター 埼玉県北葛飾郡松伏町大字大川戸２６
０６－１

048-991-1211 http://www.town.matsubushi.lg.jp/www/contents/1260
148701019/index.html

429 ﾍﾘﾃｲｼﾞ浦和別所沼会館 ﾍﾘﾃｲｼﾞｳﾗﾜﾍﾞｯｼｮﾇﾏｶｲｶﾝ さいたま市南区別所4-14-10 電車：JR埼京線中浦和駅より徒歩１０分 ○ さいたま市 http://www.bessyonuma-heritage.com 外観、中庭、レストラン 有 埼玉県ロケーションサービス さいたま市南区別所4-14-10 048-830-3955 http://www.bessyonuma-heritage.com
430 マメールロア マメールロア 埼玉県川口市幸町2-2-16-202 JR川口駅より7分 ○ 川口市 全面ガラス張りの店内。インテリアはフレンチアンティークで揃え開放感のある空間です。 応相談 マメールロア 埼玉県川口市幸町2-2-16-202 048-446-7258 http://ameblo.jp/mamereloye-cafe
431 三芳町役場庁舎 ミヨシマチヤクバチョウシャ 入間郡三芳町大字藤久保1100番

地1
電車：東武東上線　みずほ台駅・鶴瀬駅より徒歩30
分
タクシー：みずほ台駅・鶴瀬駅より10分
車：関越自動車道所沢インターより10分（無料駐車
所有）

○ 三芳町 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/ 警察署、裁判所に見立てての撮影が多いです。 8：30～17：15 要相談 外周を含む 有 三芳町ロケーションサービス 入間郡三芳町大字藤久保1100番地1 049-258-0019

432 三芳町文化会館：コピスみよし ミヨシマチブンカカイカン　コピスミヨシ 入間郡三芳町大字藤久保1100番
地1

電車：東武東上線　みずほ台駅・鶴瀬駅より徒歩30
分
タクシー：みずほ台駅・鶴瀬駅より10分
車：関越自動車道所沢インターより10分（無料駐車
所有）

○ 三芳町 https://www.miyoshi-culture.jp/ コピスとは、coppice（雑木林）の意味です。ホール、ミニホール、会議室、音楽スタジオ等がありま
す。

要相談 要相談 有 三芳町ロケーションサービス 入間郡三芳町大字藤久保1100番地1 049-258-0019

433 三芳町総合体育館 ミヨシマチソウゴウタイイクカン 入間郡三芳町大字藤久保1100番
地1

電車：東武東上線　みずほ台駅・鶴瀬駅より徒歩30
分
タクシー：みずほ台駅・鶴瀬駅より10分
車：関越自動車道所沢インターより10分（無料駐車
所有）

○ 三芳町 http://ppp.seika-spc.co.jp/miyoshi/facility/sougou/  アリーナ、武道場、フィットネスルーム、研修室等があります。 要相談 要相談 有 三芳町ロケーションサービス 入間郡三芳町大字藤久保1100番地1 049-258-0019

434 緑地公園 リョクチコウエン 入間郡三芳町大字藤久保1100番
地1

電車：東武東上線　みずほ台駅・鶴瀬駅より徒歩30
分
タクシー：みずほ台駅・鶴瀬駅より10分
車：関越自動車道所沢インターより10分（無料駐車
所有）

○ 三芳町 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/ 雑木林の中にバーベキュー場があり、集合炉や洗い場などが設置されています。 要相談 要相談 有 三芳町ロケーションサービス 入間郡三芳町大字藤久保1100番地1 049-258-0019

435 狭山市本庁舎 サヤマシホンチョウシャ 狭山市入間川1-23-5 西武新宿線狭山市駅より徒歩5分 ○ ○ 狭山市 http://www.city.sayama.saitama.jp 狭山市の本庁舎。昭和61年に建設。※議会棟を含みます 土、日 130台 狭山市総合政策部広報課 狭山市入間川1-23-5 04-2953-1111 http://www.city.sayama.saitama.jp
436 浦和ワシントンホテル ウラワワシントンホテル さいたま市浦和区高砂2-1-19 電車：ＪＲ京浜東北線浦和駅より徒歩3分 ○ さいたま市 http://washington-hotels.jp/urawa ホテル内宴会場です。 9:00～22:00 平日土日祝 宴会場 有 浦和ワシントンホテル さいたま市浦和区高砂2-1-19 048-825-4347 http://washington-hotels.jp/urawa
437 八幡橋 ハチマンバシ 坂戸市大字小沼 圏央道坂戸ICから約２KM ○ ○ 坂戸市 https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/1034.html美しい自然景観の中に溶け込む風情ある木造の冠水橋です。 生活道路であるため生活者の支障にならいこと 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

1034.html
438 島田橋 シマダバシ 坂戸市大字島田 関越自動車道鶴ヶ島ＩＣから約5km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

943.html
美しい自然景観の中にとけこむ風情ある木造の冠水橋です。 生活道路であるため生活者の支障にならいこと 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

943.html
439 若宮橋 ワカミヤバシ 坂戸市大字厚川 関越自動車道鶴ヶ島ＩＣから約5.5km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

4691.html
美しい自然景観の中にとけこむ風情ある木造の冠水橋です。（複合橋） 生活道路であるため生活者の支障にならいこと 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

4691.html
440 多和目橋 タワメバシ 坂戸市大字多和目 関越自動車道鶴ヶ島ＩＣから約8.5km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

856.html
美しい自然景観の中にとけこむ風情ある木造の冠水橋です。（複合橋） 生活道路であるため生活者の支障にならいこと 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

856.html
441 多和目天神橋 タワメテンジンバシ 坂戸市大字多和目 関越自動車道鶴ヶ島ＩＣから約9.5km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

857.html
美しい自然景観の中にとけこむ風情ある木造の冠水橋です。（複合橋） 生活道路であるため生活者の支障にならいこと 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/site/filmcommission/

857.html
442 北浅羽桜堤公園 キタアサバサクラヅツミコウエン 坂戸市大字北浅羽350 関越自動車坂戸西スマートICから約3km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/1255.html 3月中旬から咲き始める安行寒桜の約200本（1.2km)の並木です。 8:30～17:00 条例に基づく許可と使用料が必要 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/1255.html
443 高麗川桜堤 コマガワサクラヅツミ 坂戸市泉町三丁目124-6 関越自動車坂戸西スマートICから約2.5km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/834.html 関東での有数の清流高麗川の土手を彩る桜並木です。 8:30～17:00 条例に基づく許可と使用料が必要 坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/834.ht

ml
444 東坂戸団地桜並木 ヒガシサカドダンチサクラナミキ 坂戸市東坂戸1丁目～2丁目 圏央道坂戸ＩＣから約3km ○ ○ https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/945.html 東坂戸団地内を流れる大谷川両岸に続く桜並木です。 歩行者道であるため、歩行者の支障にならないこ

と。
坂戸市役所商工労政課観光推進担当 坂戸市千代田1-1-1 049-283-1331 https://www.city.sakado.lg.jp/soshiki/25/945.html

445 日本庭園　花田苑 ニホンテイエン　ハナタエン 越谷市花田６－６－２ ①東武スカイツリーライン｢越谷駅｣下車　バス：越
谷駅東口（北側ロータリー)～花田苑入口下車徒歩
３分
②ＪＲ武蔵野線｢南越谷駅｣東武スカイツリーライン
｢新越谷駅｣下車　バス：南越谷駅北口～花田苑入下
車徒歩３分

○ ○ 越谷市 https://hanataen.kosi-kanri.com/ 日本の情緒と風情を静かに味合える廻遊式池泉庭園で、園内には桜や梅など様々な樹木が植えられてお
り、木橋、石橋、飛び石などが点在し、四季折々の風情が楽しめます。

【4月～9月】
9時～17時

【10月～3月】
9時～16時

要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromo
tion/film_commission/index.html

446 日本文化伝承の館　こしがや能楽堂 ニホンブンカデンショウノヤカタ　コシガヤ
ノウガクドウ

越谷市花田６－６－１ ①東武スカイツリーライン越谷駅東口から｢花田循
環｣｢市立図書館行き｣のバスで｢花田苑入口｣下車
（徒歩３分）
②ＪＲ武蔵野線｢南越谷駅｣東武スカイツリーライン
｢新越谷駅｣から｢花田行き｣｢市立図書館行き｣のバス
で｢花田苑入口｣下車（徒歩３分）

○ 越谷市 http://nohgakudou.kosi-kanri.com/ 日本建築の粋を集めた建物で、隣接する日本庭園｢花田苑｣と調和した姿は日本文化の美と心が象徴さ
れ、能楽はもとより邦楽・日本舞踊・詩吟・茶道・華道等の伝統文化の振興の拠点施設となっていま
す。

９時～21時30分 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

447 越谷市民球場 コシガヤシミンキュウジョウ 越谷市増林３－１（越谷総合公
園内）

①東武スカイツリーライン越谷駅東口から｢増林地
区センター｣｢総合公園｣｢いきいき館｣行きバスで｢総
合体育館前｣下車
②ＪＲ武蔵野線南越谷駅南口、東武スカイツリーラ
イン新越谷駅東口から｢東埼玉テクノポリス｣｢松伏
ターミナルバス｣行きバスで｢総合体育館前｣下車
③ＪＲ武蔵野線越谷レイクタウン駅北口から、｢タ
ローズバス本社前｣行きバスで｢総合体育館前｣下車

○ 越谷市 http://kyuujyou.kosi-kanri.com/ プロ野球イースタンリーグ公式戦や、全国高等学校野球選手権埼玉大会等でも使用されるなど、約
10,000人を収容できる本格的な野球場です。
両翼98ｍ、中堅122ｍ、面積13,482㎡。内野＝クレー、外野＝芝生。

【4月～11月】
9時～21時

【12月～3月】
9時～17時
（会議室のみ）

要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

448 しらこばと運動公園陸上競技場 シラコバトウンドウコウエンリクジョウキョ
ウギジョウ

越谷市小曽川７２９－１ 東武スカイツリーライン越谷駅西口から｢水上公園｣
｢岩槻駅｣行きバスで｢砂原土手｣下車徒歩７分

○ 越谷市 https://kouen-kyougijyou.kosi-kanri.com/facility01 日本陸上競技連盟第３種公認の全天候型ブルートラックと、天然芝を配したフィールドはサッカーやラ
グビー等に使用できます。

9時～17時 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

449 キャンベルタウン　野鳥の森 キャンベルタウン　ヤチョウノモリ 越谷市大吉２７２－１ 東武スカイツリーライン北越谷駅東口から｢エロー
ラ｣｢弥栄循環｣行きバスで｢小田急弥栄団地入口｣で
下車し｣徒歩

○ ○ 越谷市 http://yacho-nomori.kosi-kanri.com/ オーストラリアのキャンベルタウン市と姉妹都市提携１０周年を記念して開設された施設。キャンベル
タウン市から寄贈されたオウム類のキバタンやオカメインコなどの他、市の鳥であるシラコバトなどを
見ることができます。また、アカクビワラビーや、ダチョウについで大きなエミューのエリアもありま
す。

9時～16時 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

450 越谷市中央市民会館 コシガヤシチュウオウシミンカイカン 越谷市越ヶ谷４－１－１ 東武スカイツリーライアン越谷駅下車、市役所通り
を徒歩７分

○ 越谷市 http://chuoushimin.kosi-kanri.com/ １８の会議室や、劇場、ホール、茶華道室などを供える公共施設です。 9時～21時30分 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

451 越谷総合体育館 コシガヤソウゴウタイイクカン 越谷市増林２－３３ ①東武スカイツリーライン越谷駅東口から｢増林地
区センター｣｢総合公園｣｢いきいき館｣行きバスで｢総
合体育館前｣下車すぐ
②ＪＲ武蔵野線南越谷駅南口、東武スカイツリーラ
イン新越谷駅東口から｢東埼玉テクノポリス｣｢松伏
ターミナルバス｣行きバスで｢総合体育館前｣下車す
ぐ
③ＪＲ武蔵野線越谷レイクタウン駅北口から、｢タ
ローズバス本社前｣行きバスで｢総合体育館前｣下車
すぐ

○ 越谷市 https://sougoutaiiku.kosi-kanri.com/ 関東地方において第１級の規模を誇る体育館で、第１体育室は、あらゆるスポーツイベントに必要な機
能を備え、スポーツ競技や国際試合はもとより各種イベントにも対応可能。武道場は柔道・剣道にも使
用できます。

9時～22時 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

452 科学技術体験センター｢ミラクル｣ カガクギジュツタイケンセンターミラクル 越谷市七左町２－２０５－２ ＪＲ京浜東北線「北浦和駅」西口から徒歩2分武蔵
野線南越谷駅、東武スカイツリーライン新越谷駅か
ら徒歩10分

○ 越谷市 http://www.miracle.city.koshigaya.saitama.jp/ 実験、工作などの体験と通して、楽しみながら理科や科学に親しめる施設。科学のおもちゃ箱をイメー
ジしてデザインされた建物には、月面歩行の疑似体験｢ムーンウォーカー｣をはじめとする体験装置や実
験室などがあります。

9時～17時 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

453 越谷市西体育館（相撲場） コシガヤシニンシタイイクカン(スモウジョ
ウ）

越谷市七左町４－２２３
①東武スカイツリーライン新越谷駅西口から｢出羽
地区センター｣行きバスで｢デｗ地区センター｣下車
②東武スカイツリーライン越谷駅西口から｢浦和美
園駅｣｢県民健康福祉村｣行きバスで｢出羽農協前｣下
車徒歩10分

○ 越谷市 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/toiawase/shi
setsu/sportskouen/taiikukan/taiikukan-nishi.html

市西部の体育館で、敷地内には、県内では珍しい土俵が常設されています。 9時～21時 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

454 越谷コミュニティセンター コシガヤコミュニティセンター 越谷市南越谷１－２８７６－１ 東武スカイツリーライン新越谷駅、ＪＲ南越谷駅よ
り徒歩３分

○ 越谷市 http://www.suncityhall.jp/ 文化･芸術の拠点施設として、各種コンサート、歌舞伎等に利用できる大ホール（1,675人収容）をはじ
め、室内楽、映画等で使用可能な小ホール（490人収容）、展覧会、講演会等の開催が可能な展示ホール
を備えている。また、視聴覚室、和室、各種会議室等もあります。

9時～21時30分 要相談 申請手続きが必要。
利用料金有り。
撮影内容については要相談

有 越谷市フィルムコミッション
（越谷市環境経済部観光課）

越谷市越ヶ谷４－２－１ 048-967-1325 https://www.city.koshigaya.saitama.jp/citypromotio
n/film_commission/index.html

455 フレンチ　シャビー　モデルハウス フレンチ　シャビー　モデルハウス 秩父市大野原1526-6 秩父鉄道｢大野原駅｣徒歩２０分 ○ 秩父市 http://green-and-house.net 海外の雰囲気が漂う一軒家。別棟のガレージも含め１軒貸出し可能。 要相談 要相談 利用料金有り 有 （有）グリーンアンドハウス 秩父市大野原1526-6 0494-23-3849 http://green-and-house.net
456 東武乗馬クラブ＆クレイン トウブジョウバクラブアンドクレイン 埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110東

武動物公園内
東武スカイツリーライン「東武動物公園駅」西口か
らバスで約10分　　　　　　　JR宇都宮線「白岡
駅」東口からバスで約10分

○ ○ ○ 宮代町 https://www.uma-crane.com/map-tobu-club/ 屋根付きの馬場があり雨天でも撮影可能、競技もさかんに行われているのでスポーツ施設としても使用
可能。馬に乗ることも可能です。ご相談ください。

要相談 要相談 有 東武乗馬クラブ＆クレイン 埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110東武動
物公園内

0480-92-4611

457 乗馬クラブクレイン伊奈 ジョウバクラブクレインイナ 埼玉県北足立郡伊奈町小室751-2 JR高崎線「上尾駅」からバスで約10分 ○ ○ ○ 伊奈町 https://www.uma-crane.com/map-ina-club/ 緑に囲まれた立地で自然を感じさせ、建物はガラス張りの壁になっているので冬でも陽が当たって明る
く感じます。馬に乗る事も可能です。ご相談ください。

要相談 要相談 有 東武乗馬クラブ＆クレイン 埼玉県南埼玉郡宮代町須賀110東武動
物公園内

0480-92-4611
担当：田中

458 旧長若中学校 ※コロナ禍で休止中 キュウナガワカチュウガッコウ 秩父郡小鹿野町般若９０２ 西武秩父線 西武秩父駅より車で約２０分
関越自動車道 花園ICから車で約３０分

〇 小鹿野町 https://ogano-fc.jimdofree.com/ 平成28年廃校となったRC造２階建ての中学校。グラウンド・体育館・校舎を一体的に利用可。
電気・水道使用可。

要相談 要相談 一般教室１教室分の机・椅子有。 有 小鹿野町フィルムコミッション 小鹿野町両神薄２７１３－１ 0494-79-1201 https://ogano-fc.jimdofree.com/

459 旧三田川中学校　※コロナ禍で休止中 キュウミタガワチュウガッコウ 秩父郡小鹿野町飯田３２３ 西武秩父線 西武秩父駅より車で約２０分
関越自動車道 花園ＩＣから車で約３０分

〇 小鹿野町 https://ogano-fc.jimdofree.com/ 平成28年廃校となったRC造２階建ての中学校。グラウンド・体育館・校舎を一体的に利用可。見晴らし
の良い屋上有。電気・水道使用可。音楽室にグランドピアノ有。吹き抜けホール有。

要相談 要相談 一般教室１教室分の机・椅子有。 有 小鹿野町フィルムコミッション 小鹿野町両神薄２７１３－１ 0494-79-1201 https://ogano-fc.jimdofree.com/

460 旧両神中学校　※コロナ禍で休止中 キュウリョウカミチュウガッコウ 秩父郡小鹿野町両神薄２９００ 西武秩父駅より車で約３０分
関越自動車道 花園ICから車で約３５分

〇 小鹿野町 https://ogano-fc.jimdofree.com/ 平成28年廃校となったRC造３階建ての中学校。グラウンド・体育館・校舎を一体的に利用可。
電気・水道使用可。

要相談 要相談 一般教室１教室分の机・椅子有。 有 小鹿野町フィルムコミッション 小鹿野町両神薄２７１３－１ 0494-79-1201 https://ogano-fc.jimdofree.com/

461 新座市役所本庁舎 ニイザシヤクショホンチョウシャ 新座市野火止1-1-1 JR武蔵野線「新座駅」南口からバス10分 〇 〇 新座市 http://www.city.niiza.lg.jp/map/shiyakushohonchosh
adai2chosha.html

平成30年完成のため、新築に近い状態です。警察署や国家機関、役所、病院の廊下など様々なシーンと
して使われています。

要相談 要相談 平日開庁時間の撮影は不可 有（要相談） 新座市シティプロモーション課 新座市野火止1-1-1 048-424-4686 https://www.city.niiza.lg.jp/site/locationservice/

462 ハイボールバー南銀座1923 ハイボールバーミナミギンザ1923 さいたま市大宮区仲町1-53田村
ビル1F

JR 大宮駅 東口 徒歩2分 ○ さいたま市大
宮区

https://gd30105.gorp.jp/ さいたま一の繁華街、大宮の南銀座に位置する昭和レトロのクールなハイボールバー 要相談 要相談 テーブルレイアウトも変更可能 無 ハイボールバー南銀座1923 さいたま市大宮区仲町1-53田村ビル1F 090-7017-7315（担
当　森）

https://gd30105.gorp.jp/

463 三富今昔村 サントメコンジャクムラ 入間郡三芳町上富1589-2 ■お車で
所沢ICより車で約20分（駐車・駐輪場完備）

■電車で
東武東上線「ふじみ野駅」・西武線「所沢駅」⇔交
流プラザ間を無料送迎バス運行中
各駅よりバス乗車で約30分

○ ○ ○ ○ ○ 三芳町 https://santome-community.com/ 石坂産業が運営する当施設は、東京ドーム4個分の自然豊かな里山（森）が広がります。四季折々の美し
さを魅せる木々や植物に囲まれた敷地内にはミニSL、ピザ窯、お子様向けのアスレチックやツリーハウ
ス、にわとり小屋、バーベキューエリア、焚き火エリア、雑貨ショップ、グランピングテント、神社、
水車や昔の道具が展示されている昔ながらの建物、足湯、カフェのような空間の食事スペースなど、多
岐にわたる施設があります。

要相談 要相談 工場内の撮影は要相談 有 石坂産業株式会社　広報課 入間郡三芳町上富1589-2 049-259-5800 https://ishizaka-group.co.jp/

464 プラネアール　みずほ台井上病院スタジオ プラネアール　ミズホダイイノウエビョウイ
ンスタジオ

〒354-0017 埼玉県富士見市針ヶ
谷1-11-6

東武東上線「みずほ台駅」西口より徒歩9分 ○ 富士見市 http://www.planear.co.jp/studio/multi/mizuhodai.ht
ml

総合病院をリニューアルしたスタジオです。基本撮影可能フロアの1Fに3ヶ所の出入り口・待合室・4ヶ
所の診察室・分娩室・手術室・大浴室、フロアの2FはICU・ロッカールーム・院長室・4人部屋の病室3ヶ
所と個室が3ヶ所、オプションフロア3Fはナースステーション・教室・オフィス・2人部屋の病室とレン
トゲン室・X線TV検査室・相談室・居間、4Fフロアはリハビリ室と広い屋上、5F屋上フロアからは4F屋上
を見下ろせる撮影が可能。

終日 全日 4台駐車可能 株式会社プラネアール 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-27-5
B’S笹塚ビル 2F

03-5365-4040 http://www.planear.co.jp

465 プラネアール　みずほ台ハウススタジオ プラネアール　ミズホダイハウススタジオ 〒354-0017　埼玉県富士見市針
谷1-11-12

東武東上線「みずほ台駅」西口より徒歩8分 ○ 富士見市 http://www.planear.co.jp/studio/mizuho_house.html 約17畳のリビングダイニングと、建物外観を一望できる幅広い間口が特徴の一軒家。
日当たり良好。向かいが公園で外観シーンを多方向から撮影可能。
1F居間・和室、2F寝室・男性部屋・バルコニーは道路に面し、門扉・玄関口のお芝居と組み合わせて
様々な生活シーンの撮影が可能。
「みずほ台井上病院スタジオ」から徒歩1分。病院・医療関係と合わせて日常生活シーン・住居シーンを
撮影する場合、現場移動が便利。

7:00〜22:00 全日 2台駐車可能 株式会社プラネアール 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-27-5
B’S笹塚ビル 2F

03-5365-4040 http://www.planear.co.jp

466 プラネアール　みずほ台料亭スタジオ プラネアール　ミズホダイリョウテイスタジ
オ

〒354-0017 埼玉県富士見市針ヶ
谷1－15－24

東武東上線「みずほ台駅」西口より徒歩8分 ○ 富士見市 http://www.planear.co.jp/studio/mizuho_ryotei.html 個室の客間や宴会場となる広間、そして本格的な厨房を兼ね備えた料亭スタジオです。
1階には、広間（20畳）が１室、個室（６畳と８畳）が全部で４室、業務用の厨房機器を完備した約66㎡
の厨房があります。
また、2階には80名着座可能な大広間（70畳）、舞台、パントリー（配膳室）があり、会食・調理・商
談・お見合い・打ち合わせ・宴会・接待・旅館など幅広いシーンにご利用頂けます。玄関、外観撮影も
ご相談の上お受けします。

終日 全日 5台駐車可能 株式会社プラネアール 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-27-5
B’S笹塚ビル 2F

03-5365-4040 http://www.planear.co.jp
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467 プラネアール　みずほ台Barニブンノイチ プラネアール　ミズホダイバーニブンノイチ 〒354-0018　埼玉県富士見市西
みずほ台2-1-4内野ビルB1F

東武東上線「みずほ台駅」西口より徒歩30秒 ○ 富士見市 http://www.planear.co.jp/studio/mizuho_bar.html 店舗「Barニブンノイチ」をバーやキャバクラ、クラブ・パブ等のシチュエーションに利用可能。
店舗は地下１階。入口扉からメインフロアまでのクランク廊下を抜けた先にカウンターバー、ソファー
席・スツール・テーブル完備のラウンジ有り。
バーカウンターは６席、バックバーには数十種類ボトルが並び、本格的なバーシーンの演出が可能。ラ
ウンジエリアは、イタリアの彫刻がモチーフの豪華な内装。グラス貸出やカラオケ利用も相談可。

月〜土の７：００〜１
９：００（搬入搬出含め
た時間です）
日曜日は、７：００〜翌
月曜日の19時までご利用
可能
店舗の通常営業時間にま
たがり、撮影をご希望の
場合は事前相談となりま
す。

月〜土の７：０
０〜１９：００
（搬入搬出含め
た時間です）
日曜日は、７：
００〜翌月曜日
の19時までご利
用可能
店舗の通常営業
時間にまたが
り、撮影をご希
望の場合は事前
相談となりま
す。

なし 株式会社プラネアール 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-27-5
B’S笹塚ビル 2F

03-5365-4040 http://www.planear.co.jp

468 埼玉高速鉄道　浦和美園駅 ウラワミソノエキ さいたま市緑区美園４－１２ 埼玉高速鉄道　浦和美園駅 ○ 〇 〇 さいたま市 https://www.s-rail.co.jp/line/urawamisono.php 昼間時間帯に、臨時ホーム、臨時改札口での撮影が可能です。隣接する車両基地と併せて撮影ができき
るほか、臨時電車を運行し、ホームへの入出線シーンや電車への乗降シーンの撮影ができます。
当駅は地上の駅ですが、当駅～鳩ヶ谷駅間の地下鉄トンネル内の往復運転による電車内撮影も可能で
す。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無（要相談） 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

469 埼玉高速鉄道　浦和美園車両基地 ウラワミソノシャリョウキチ さいたま市緑区南部領辻4160 埼玉高速鉄道「浦和美園駅」西口から徒歩7分 〇 〇 さいたま市 https://www.s-rail.co.jp/ 当社電車を用いて、電車内外の撮影が可能です。浦和美園駅、または鳩ヶ谷駅との臨時電車の往復運転
が可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 有 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

470 埼玉高速鉄道　東川口駅 ヒガシカワグチエキ（サイタマコウソクテツ
ドウ）

川口市東川口１－１－１ 埼玉高速鉄道　東川口駅 ○ 〇 〇 川口市 https://www.s-rail.co.jp/line/higashikawaguchi.php 地下鉄の駅になります。コンコース、出入口、ホームでの撮影が可能です。原則として、営業終了後の
夜間になりますが、撮影規模と場所によっては相談可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

471 埼玉高速鉄道　戸塚安行駅 トヅカアンギョウエキ 川口市長蔵新田３３１－１ 埼玉高速鉄道　戸塚安行駅 ○ 〇 〇 川口市 https://www.s-rail.co.jp/line/tozukaangyo.php 地下鉄の駅になります。コンコース、出入口、ホームでの撮影が可能です。原則として、営業終了後の
夜間になりますが、撮影規模と場所によっては相談可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

472 埼玉高速鉄道　新井宿駅 アライジュクエキ 川口市新井宿１５－３ 埼玉高速鉄道　新井宿駅 ○ 〇 〇 川口市 https://www.s-rail.co.jp/line/araijuku.php 地下鉄の駅になります。コンコース、出入口、ホームでの撮影が可能です。原則として、営業終了後の
夜間になりますが、撮影規模と場所によっては相談可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

473 埼玉高速鉄道　鳩ヶ谷駅 ハトガヤエキ 川口市里１６５０－１ 埼玉高速鉄道　鳩ヶ谷駅 ○ 〇 〇 川口市 https://www.s-rail.co.jp/line/hatogaya.php 地下鉄の駅になります。コンコース、出入口、ホームでの撮影が可能です。原則として、営業終了後の
夜間になりますが、撮影規模と場所によっては相談可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

474 埼玉高速鉄道　南鳩ヶ谷駅 ミナミハトガヤエキ 川口市南鳩ヶ谷５－１－７ 埼玉高速鉄道　南鳩ヶ谷駅 ○ 〇 〇 川口市 https://www.s-rail.co.jp/line/minamihatogaya.php 地下鉄の駅になります。コンコース、出入口、ホームでの撮影が可能です。原則として、営業終了後の
夜間になりますが、撮影規模と場所によっては相談可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

475 埼玉高速鉄道　川口元郷駅 カワグチモトゴウエキ 川口市元郷１－２－１５ 埼玉高速鉄道　川口元郷駅 ○ 〇 〇 川口市 https://www.s-rail.co.jp/line/kawaguchimotogo.php 地下鉄の駅になります。コンコース、出入口、ホームでの撮影が可能です。原則として、営業終了後の
夜間になりますが、撮影規模と場所によっては相談可能です。

要相談 要相談 有料にて承ります。詳しくは、お問合せください。 無 埼玉高速鉄道株式会社　総務部事業推進
課

さいたま市緑区美園４－１２ 048-878-6867 https://www.s-rail.co.jp/public/coverage.php

476 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 サイタマミサトソウゴウリハビリテーションビョウイン 三郷市新和5-207 つくばエクスプレス「三郷中央駅」よりバスで5分
JR武蔵野線「三郷駅」よりバスで20分
千代田線「金町駅」よりバスで15分
駐車場約100台

○ 三郷市 https://saitama-misato-reha.com/ 1Fフロア（診察室、広いリハビリテーション室あり）にて撮影可。その他要相談。 要相談
基本的には18：00～翌
8：00

土日祝含め要相談 要相談 有 埼玉みさと総合リハビリテーション病院 三郷市新和5-207 048-953-1211 https://saitama-misato-reha.com/

477 大阪デリバリー株式会社　大宮オフィス オオサカデリバリーカブシキガイシャ　オオミヤオフィス さいたま市大宮区宮町2-10 各線「大宮駅」から徒歩4分 〇 さいたま市 https://www.dai-ichi-building.co.jp/rental/165 オフィス、会議室での撮影が可能です。 要相談 要相談 お問合せ、お申込みは法人のお客様に限定させて頂
きます。

無(要相談) 株式会社第一ビルディング　藤原 東京都中央区京橋2-14-12 080-1006-0931 https://www.dai-ichi-building.co.jp/

478 大阪デリバリー株式会社　八潮センター オオサカデリバリーカブシキガイシャ　ヤシオセンター 八潮市伊勢野254 つくばエクスプレス「八潮駅」より徒歩12分 〇 八潮市 https://www.dai-ichi-building.co.jp/rental/163 荷捌き、倉庫、休憩スペースなど様々な場所での撮影が可能です。 要相談 要相談 お問合せ、お申込みは法人のお客様に限定させて頂
きます。

無(要相談) 株式会社第一ビルディング　藤原 東京都中央区京橋2-14-12 080-1006-0931 https://www.dai-ichi-building.co.jp/

479 LOGWAY BESS熊谷 ログウェイベスクマガヤ 熊谷市銀座5-2-23 ＪＲ高崎線「熊谷駅」北口から徒歩15分 ○ ○ 〇 熊谷市 https://kumagaya.bess.jp/ ログハウスやドームハウスなど個性豊かな建物が５棟。単独展示場のため外も含め利用可能。 要相談 水、木、金
その他は要相談

有 （18台） LOGWAY　BESS熊谷 熊谷市銀座5-2-23 048-594-9015 https://kumagaya.bess.jp/

480 ラグナヴェールスカイテラス ラグナヴェールスカイテラス 埼玉県さいたま市中央区新都心
11−1 JRさいたま新都心ビル19・
20階

JR「さいたま新都心駅」西口より徒歩1分（デッキ
直結）

〇 ○ さいたま市 https://skyterrace.lagunaveil.com/ 【19階チャペル】
天井高7m、大きな窓から自然光が差し込む開放的なチャペル

【20階パーティ会場（カトルセゾンガーデン）】
木や石など、ぬくもりのある自然素材を使った、ナチュラルなパーティ会場

【20階パーティ会場（ノヴェルクリスタル）】
白を基調とした上品なパーティ会場

要相談 要相談
※土日祝はご結
婚式を承ってお
りますので、ご
案内出来ないこ
とが多いです。

ご料金：¥33,000～/h
禁止事項：火気使用禁止
生活音より大きな音出し禁止
その他：
グラビア、葬儀系等内容により撮影不可

無 パーティハンター担当者 東京都港区西新橋二丁目14番１号 興和西新橋ビルB棟2階 0120-573-179 https://partyhunter.jp/

481 陶芸工房たびびとの木 トウゲイコウボウタビビトノキ 所沢市日吉町１６－６ヘルメス
ビル２階

西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口徒歩５分 ○ ○ 所沢市 http://tabibitonoki.info 「陶芸技術を楽しく学び自由に創作する」
　明るく楽しく常に会員さんの個性を活かすことをモットーに運営しています。
　学んだ技法を自由にアレンジして自分だけの作品づくりに取り組んでいただけます。

要相談 要相談 無 陶芸工房たびびとの木 所沢市日吉町１６－６ヘルメスビル２階 04-2903-2333 http://tabibitonoki.info

482 岩崎家スタジオ・工場・ガレージ イワサキケスタジオ・コウジョウ・ガレージ 狭山市下奥富1567-1 西武新宿線新狭山駅から歩25分 ○ ○ ○ ○ ○ 狭山市 300㎡の2階建ての家屋。25畳の板の間と土間、16畳の和室のほか、古びた風呂、台所、小部屋などがあ
る。学校机16セット、跳び箱、クラシックカー3台などがあり、学校の教室・体育館、板の間の道場、工
場、ガレージに見立てた撮影やグリーンバック撮影が出来る。150インチのスクリーンもあり、シアター
のシーンも可能。駐車普通車5台可能。

要相談 要相談 普通車5台 岩崎家スタジオ・工場・ガレージ 狭山市下奥富1567-1 090-3338-9246 rockit360@gmail.com

483 いいオフィス南越谷 イイオフィスミナミコシガヤ 〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越
谷ラクーン4F

ＪＲ武蔵野線「南越谷駅」、東武スカイツリーライ
ン「新越谷駅」から徒歩3分

○ 越谷市 https://e-office.space/minamikoshigaya/ 商業施設の4Fにある埼玉県最大規模（約800㎡）のコワーキングスペース。リモートワークの場所として
だけではなく、セミナーや懇親会などのイベント開催も可能。また、キッチンも併設しているため簡単
な調理撮影もできます。

要相談 平日・土日祝対応可能 有 いいオフィス南越谷 〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-15-1 南越谷ラ
クーン4F

048-993-4150 https://e-office.space/minamikoshigaya/

484 ＣＡＷＡＺ　ｂａｓｅ カワズベース 日高市栗坪４６ 西武線高麗駅から徒歩15分
圏央道飯能日高又は圏央鶴ヶ島インターから15分

〇 〇 ○ 〇 日高市 https://www.facebook.com/coma.cawaz 高麗川の清流に面した中のカフェ、コワーキングスペース。420坪の森の中に古民家をリノベーションし
たカフェ、コワーキングスペースがあります。川に面した屋外デッキ、エアストリーム（トレーラー）
など自然と一体化した設備も撮影に適しています。近くには巾着田や日和田山などの撮影スポットもあ
り撮影のベースになります。

要相談 要相談 有 株式会社CAWAZ 埼玉県日高市栗坪46 042-978-9131
080-9685-1414

https://www.facebook.com/coma.cawaz

485 栗原貸工場 クリハラカシコウジョウ 入間市大字木蓮寺794-4 圏央道青梅ICより3.2Km、JR八高線金子駅徒歩18分 〇 入間市 https://www.fudousan.or.jp/property/detail?p_no=0000068760122021年7月迄、勤続精密加工工場として稼働。現在は機械等撤去済み。 要相談 要相談 諸条件は要相談 有 有限会社セイワ共販 東京都青梅市大門1-484-1 0428-31-5691 https://www.seiwakyohan.co.jp/

486 森林公園緑道 シンリンコウエンリョクドウ 比企郡滑川町大字羽尾、山田地
内

東武東上線「森林公園駅」北口徒歩1分 ○ ○ 滑川町 http://ryokudou.saizoukyo.or.jp/ 本緑道は、豊かな緑に包まれた歩行者･自転車専用道です。
東武東上線｢森林公園駅｣から国営武蔵丘陵森林公園を結ぶ延長2.9km。
田園風景を眺め、四季を感じながら、ウォーキング、ランニングやサイクリングが楽しめます。
園路は起伏もあり、実業団のマラソン競技者にも練習コースとして利用されています。

要相談 要相談 無 (一社)埼玉県造園業協会 さいたま市南区鹿手袋4-1-7
埼玉建産連会館6階

048-864-6921 http://www.saizoukyo.or.jp/

487 料亭 大宮一の家 リョウテイ オオミヤイチノヤ さいたま市大宮区高鼻町2-276 ＪＲ「大宮駅」東口から徒歩15分
首都高速埼玉新都心線「新都心」出口12分

○ ○ ○ ○ さいたま市 http://www.ichinoya.info/ 大宮駅開業の明治18年に創業した老舗料亭。
武蔵一の宮として名高い「氷川神社」の参道脇に位置し、歴史ある数寄屋造りの建築物、洗練されたお
部屋、活気あふれる調理場、四季折々の表情をみせる庭、彩り豊かな懐石料理などの撮影が可能です。
これまでも映画、ドラマなど多数のメディア実績あり。

要相談 要相談
（定休日月曜
日）

まずはご相談ください。 有 料亭 大宮一の家 さいたま市大宮区高鼻町2-276 048-644-0165 http://www.ichinoya.info/


