権田酒造 ごんだしゅぞう

老舗酒造発案の
おみやげワンカップ

ニャオざねカップ
創業約160年の熊谷唯一の酒蔵「権田
酒造」が2019年のラグビーワールドカッ
プを盛り上げようと
「ニャオざね」
を描い
たワンカップを販売。昔ながらの製法で
作る飴にファンが多い「ニシダ飴」
とも
コラボし、3種類の飴をカップに詰めて
販売している。
このカップを利用しても
らい、今後も市内の店とコラボ商品を
増やす予定。熊谷駅のコンビニや駅ビ
ルでも販売中。

トリプルトライ

薄皮に餡がぎっしり詰まった最中は、
白餡と栗の
甘さがやさしい
「ビクトリー」など3種類。ほかに、
ラムレーズン入りの黄身餡をホワイトチョコで包
んだ
「ラガーマン」
も人気(→P.15御菓子司 花扇
にて販売)。

野球 & サッカーも盛ん

「西の花園、東の熊谷」
と称される、
ラグビープ
レイヤー憧れの地・熊谷。スポーツを通じて
“世界”とつながる、現在進行形のラグビータ
ウンを徹底的にご紹介！

ニシダ飴 ニシダあめ
e048-522-1983 19:00〜19:00
2月曜 63台
4熊谷市中西1-1-16
qJR熊谷駅から徒歩12分

MAP P.22 C-1
ニャオざね300円。
サイダー、
イチゴ、
あんずの3種類

ラガーコロッチ

ラグビー銘菓をおみやげに！

ラグビータウン熊谷

MAP P.23 A-4
ボールのような梅が入ったリキュール
梅酒405円。
上撰酒350円もある

コロッケ メンチで“コロッチ”

（上）
ビクトリートライ
1個130円
（税別）
（中）
ガッツ ザトライ
1個130円
（税別）
（下）
アタック ザトライ
1個130円
（税別）

ラグビーワールドカップがやってくる！

e048-532-3611 19:00〜18:30
2日曜 、祝日（イベント休あり）
630台 4熊谷市三ヶ尻1491
qJR籠原駅から車で10分

ラガーコロッチ
150円。
ご主人の
息 子と娘もラグ
ビー選手だった

注文を受けてから揚げるコロッケが
評判の老舗精肉店。特製醤油ダレ
で味を付けたひき肉とジャガイモが
入った、
ラグビーボール型のラガーコ
ロッチが人気。

西京屋 さいきょうや

e048-522-1440 110:00〜19:00（揚
げ物は11:00〜13:00、
16:00〜19:00）
2月曜 6商店街駐車場を利用
4熊谷市鎌倉町82
qJR熊谷駅から徒歩12分 MAP P.22 A-2

正面口（北口）の
待ち合わせスポット

熊谷駅前のモニュメント
くまがやえきまえのモニュメント

ラグビーボール
の上に立つ少年
の背番号は「9」。
宿 沢 広 朗さん 、
堀越正己さんら、
熊谷出身の名ス
クラムハーフが
付けた番号だ。

BCリーグに熱波を起こせ！

武蔵ヒートベアーズ
むさしヒートベアーズ

プロ野球独立リーグ・BCリーグに2015
年シーズンより参加。熱い戦いを続けて
いるので、
みんなで応援に行こう！

みんなのタグラグビー広場
みんなのタグラグビーひろば

毎年3月下旬、全国から強豪チームを含
む48チームが集結し、
戦いを繰り広げる。

会場：熊谷スポーツ文化公園、 MAP P.23 D-3
利根川総合運動公園サッカー場 MAP P.23 D-2
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熊谷ラグビー応援団

が3面という、全国有数のラグビー場が完成す
るなど、
ラグビータウンとしての華々しい歴史を
誇る熊谷。現在も全国高校選抜ラグビー大会
日本の女子ラグビーを牽引するアルカス熊谷。
日本代表にも多くのメンバーを輩出している

JR熊谷駅改札内に出
現したトライフォトで
写真を撮ると、あら不
思議！ 誰でもトライ
をしているトリック写
真が撮れるんです。詳
しい撮り方はトライフォトの横に説明あり。

目指せ、未来のトップリーガー

熊谷ラグビースクール
くまがやラグビースクール

1968（ 昭和43）年から続
く、幼児から小学生まで
を対象にしたラグビース
クール。現在、
男女合わせ
て約80人の子どもたちが
在籍。幼児、1〜2年、3〜4
年、5〜6年の4グループに
分かれて、
毎週日曜に練習を行なっている。

1991年に完成した
熊 谷 ラ グ ビー 場
は 、現 在 、W 杯 開
催に向け大 規 模
な改修工事が予
定されている。ナイ
ター用の照明施設
や大型映像装置
を備えたスタジア
ムの姿が今から待
ち遠しい。

アルカス熊谷
鈴木陽子選手

QUEEN KUMAGAYA（アルカス熊谷）」
だ。2016
年リオ五輪から正式採用となった7人制ラグ
ビーは、
いわば“旬”のスポーツ。
そのリオ五輪で
は予選リーグは突破できなかったものの、9〜
12位決定戦でケニア相手に五輪初勝利を挙
げ、12チーム中10位で終えた。世界との差を実
アルカス熊谷
末結希選手

感させられる結果となったが、
アルカス熊谷か
らはバックアップメンバーを含め9名の選手が
参加。代表選手の半数以上がアルカス熊谷所
属だ。
まさに日本を代表するチームといえよう。

小学校の時に横浜のYCCラグビー
スクールでラグビーを始め、今は立
正大学の職員として働きながら東京
五 輪 の 代 表を目指しています。
リオ
五輪にはセブンズの代表として参加
しました。他の国際大会と違い、すべ
ての国がすべてのプレイに全力で望
んでいました。1 勝はできたのですが
実 力 不 足を痛 感しました。熊 谷は平
日でも休日でも、いつもラグビーと触
れ合える街。
この恵まれた環境で、
こ
れからも1年1年アスリートとして勝負
していきたいと思います。

アルカス熊谷は立正大学、熊谷ラグビー場、
荒川緑地という練習場所が確保され、望めばト
レーニングも身体のケアも24時間対応可能と
恵まれた環境にある。
また、市のバックアップや
ラグビー熱の強い市民の応援など、
目に見えな
い部分での支えも大きい。2020年東京五輪に
向けては走り出したばかりだが、
アルカス熊谷
から多くの代表選手が選出されることを期待し
たい。
アルカス熊谷

鈴木彩香選手

そして、
もう一つのビッグな話題は、なんと
いってもW杯の開催。
サッカーW杯、五輪と並

ラグビー・パレード

熊谷の夏の風物詩、熊谷うちわ祭で行な
われるラグビー・パレード。現役選手たち
によるリフティングやパス回しなどのデモ
ンストレーションを間近で見られる。

動画で熊谷のラグビー情報を紹介するＨＰがオープン。http://kumarug.com/

ドラマが繰り広げられている。
7人制女子ラグビーのクラブチーム
「ARUKAS

市内の全29小学校でタグ
ラグビーの 授 業を行う普
及活動も行っています。一
人でも多くの人にラグビー
の面白さ、力 強さを伝えら
れたらと思います。皆 様と
一 緒にラグビーを盛り上
げて行きましょう！

熊谷うちわ祭でラグビーをPR

MAP P.23 C-3

やトップリーグの試合が行なわれ、幾多の熱い
そんな熊谷で最近、注目を浴びているのが、

トライフォト

くまがやラグビーじょう

せんばつこうこうじょしサッカーたいかい「めぬまカップ」インくまがや

覇を達成。同年、
フルサイズの専用グラウンド

熊谷駅の新名所

熊谷ラグビー場

選抜高校女子サッカー大会
「めぬまカップ」in 熊谷

1991年、熊谷工業高校ラグビー部が全国制

体の接触や地面に倒れるプレーがなく、安全に
楽しく運動ができるタグラグビー。
タックルの代わ
りに、腰につけたタグを取り合うので、年齢性別
を問わずに参加が可
能。
「 大 人 は 歩き」
ル ールなのもポイン
ト。親子で一緒にチー
ムワークが学べる。定
期 開 催は毎月第 2 土
曜の午前中。

30000人収容のスタジアムへ

なでしこジャパンへの登竜門

7人制女子ラグビーと
2019年W杯開催が話題

親子で一緒に楽しもう！

立正大学ラグビー部監督兼アルカス熊谷GM
堀越正己さん

熊谷工業高校でラグビーを始め、3年生
の時には全 国 大 会で準 優 勝を勝ち取り
ました。その後は早稲田大学、神戸製鋼
でプレーし、30歳を機に熊谷に戻って指
導者の道へ。今回のW杯招致では、署名
活動やパレードの実施など、地元の皆さ
んから多くの 協 力を得ることができまし
た。アジア初のラグビーW杯成功を目指
し、
まずは「熊谷ラグビー場を満席に！」を
合い言葉に、
さらなるラグビー熱の盛り上
げに尽力できればと思っています。

ぶ、世界三大スポーツイベントが行なわれるの
は2019年。世界中からやってくるゲストを、熱い
おもてなしで歓迎しよう！
国内トップに君臨するタフネスクイーン

アルカス熊谷
アルカスくまがや

2014年に発足したチームのテーマは「さくら、はぐく
む」
。
ARUKASを逆から読んだ“桜”は、
ラグビー日本代
表のシンボルであり、
同時に熊谷市の花でもある。
大学
生と社会人の混成チームで、
日夜練習に励んでいる。
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熊谷市アクセスガイド
新幹線の停車駅でもある熊谷は、在来線でも東京方面から 1 本で行ける便利な街。
車は関越自動車道や東北自動車道の 2 路線からアクセス可能。

新潟

45分
高崎

行くなら

新幹線で40分

熊谷

上野

大宮
1時間15分

30分
新幹線で 寄居
1時間10分
長野

電車で

羽生

新幹線で
1時間30分

1時間10分

東京

池袋

1時間10分

新宿

秩父
上越新幹線・
北陸新幹線（長野経由）

高崎線（上野東京ライン、湘南新宿ライン）
■東京～熊谷

約1時間15分 ■上野～熊谷

約1時間10分

■東京～熊谷

■新宿～熊谷 約1時間10分 ■池袋～熊谷 約1時間 5 分
■大宮～熊谷 約40分

■高崎～熊谷 約45 分

■高崎～熊谷 約20 分

秩父鉄道
約30 分

■寄居～熊谷

約40 分

■大宮～熊谷 約15 分
■新潟～熊谷 約1時間30 分

■秩父～熊谷 約1時間10分

■長野～熊谷 約1時間10 分
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●熊谷市観光協会

熊谷市の情報を
スマホに入れて持ち歩こう！

無料

2017年1月発行

東松山 ICから約 30 分、花園 ICから約 30 分

ご確認ください。●休業日は、原則として定休日
のみを表示し、年末年始やゴールデンウィーク、
お盆、臨時休業などは省略しています。●消費税
の見直しにより各種料金が変更される可能性があ
ります。そのため施設により税別で料金を表示し
ている場合があります。
この本に掲載されている地図の作成に当たっては、国
土地理院長の承認を得て、同院発行の1万分1地形図
5万分1地形図及び基盤地図情報を使用した。
（承認番
号 平28情 使、 第40-D054014号 平28情 使、 第
42- D054014号）

スマートフォンで利用するために！
1

スマートフォンのAppStore
もしくはGoogle play上でア
プリ「まっぷるリンク」を検
索。見つけたら、そのままダ
ウンロード。無料です。

すぐ近くの観光スポッ
トが検索できます。

ダウンロードの方法

2

3
右のQRコード
を読み込んで
ください。

QRコードを読み込むと、
この本と同じ表紙が表示
され、「ガイドブック登
録 」を す れ ば、 そ の 後、
各機能が利用できるよう
になります。

2 「 ま っ ぷ る 熊 谷 」と 同 じ 情 報 が
入っています。

4

こっちの方向だよ！行きたいス
ポットまで方向をずっと示しま
す。道を曲がっても、地図が苦
手でも大丈夫。
この中に熊谷市の
地図とガイド情報

●変更される場合もありますので、お出かけ前に

自分の位置と行きたい
スポットの位置がすぐ
にわかります。

が満載！

■本誌に掲載されている情報は、
2016年11月現在の
取材・調査によるものです。

3
「まっぷる熊谷」を、そのままスマートフォンにダウンロード。
スマートフォンなら、ガイド情報も自分のいる位置も確認できて簡単便利です。

羽生 IC から約 40 分

街歩きをもっと簡単に、
もっと楽しく！
1

0048-524-1111（代表）
制作：株式会社 昭文社
003-3556-8156

■東北自動車道

●まっぷるリンク推奨機種は、iPhone5以降（iOS7.0以降）
、Android（AndroidOS4.0以降）のスマートフォンです。なおAndroidの一部機種につきまし
ては動作を保証しておりません。●iPod touch、iPad、Androidタブレット等につきましては動作を保証しておりません。●上記条件を満たしていても、
GPS機能が非搭載の機種では一部機能がご利用になれません。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●「まっぷるリンク」は無料サービ
スですが、アプリ及びガイド情報と地図のダウンロードには、別途各通信会社の通信料がかかります。●通常の利用時は3G環境で利用可能ですが、ガイド情
報と地図のダウンロードは最大100MB程度となりますので、ダウンロード時はWi-Fi環境を推奨します。●コンテンツのダウンロード期限は出版日より約２
年間です。●コンテンツの使用可能期間は、
QRコード読み込み後1年間となります。期限が過ぎてしまった場合は、
再度QRコードの読み取りが必要となります。
●権利の関係上、本誌で紹介している物件でも「まっぷるリンク」に表示されない場合があります。●本サービスに掲載の内容により生じたトラブルや損害に
関しては、弊社では補償いたしかねます。あらかじめご了承の上、ご利用ください。●本サービスは、予告なく内容を変更することや終了することがあります。
●画面はすべてイメージです。また本誌収録の地図すべてが対応しているわけではありません。●このページの内容の一部は、Googleが作成、提供してい
るコンテンツをベースに変更したもので、クリエイティブ・ コモンズの表示3.0ライセンスに記載の条件に従って使用しています。
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2016年11月現在の
取材・調査によるものです。

3
「まっぷる熊谷」を、そのままスマートフォンにダウンロード。
スマートフォンなら、ガイド情報も自分のいる位置も確認できて簡単便利です。

羽生 IC から約 40 分

街歩きをもっと簡単に、
もっと楽しく！
1

0048-524-1111（代表）
制作：株式会社 昭文社
003-3556-8156

■東北自動車道

●まっぷるリンク推奨機種は、iPhone5以降（iOS7.0以降）
、Android（AndroidOS4.0以降）のスマートフォンです。なおAndroidの一部機種につきまし
ては動作を保証しておりません。●iPod touch、iPad、Androidタブレット等につきましては動作を保証しておりません。●上記条件を満たしていても、
GPS機能が非搭載の機種では一部機能がご利用になれません。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●「まっぷるリンク」は無料サービ
スですが、アプリ及びガイド情報と地図のダウンロードには、別途各通信会社の通信料がかかります。●通常の利用時は3G環境で利用可能ですが、ガイド情
報と地図のダウンロードは最大100MB程度となりますので、ダウンロード時はWi-Fi環境を推奨します。●コンテンツのダウンロード期限は出版日より約２
年間です。●コンテンツの使用可能期間は、
QRコード読み込み後1年間となります。期限が過ぎてしまった場合は、
再度QRコードの読み取りが必要となります。
●権利の関係上、本誌で紹介している物件でも「まっぷるリンク」に表示されない場合があります。●本サービスに掲載の内容により生じたトラブルや損害に
関しては、弊社では補償いたしかねます。あらかじめご了承の上、ご利用ください。●本サービスは、予告なく内容を変更することや終了することがあります。
●画面はすべてイメージです。また本誌収録の地図すべてが対応しているわけではありません。●このページの内容の一部は、Googleが作成、提供してい
るコンテンツをベースに変更したもので、クリエイティブ・ コモンズの表示3.0ライセンスに記載の条件に従って使用しています。

