
各地方裁判所周辺ガイドマップ（埼玉②）

さいたま地方・家庭裁判所熊谷支部
〒360-0041　熊谷市宮町1-68　Tel. 521-2474
熊谷市外局番〔048〕
【印紙・切手・コピー等】
①「弁護士控室」　Tel. 529-7789　地裁熊谷支部1階。
　記録謄写（裁判所関係）の依頼及びコピー・ファクシミリ
の利用が可能です。印紙・切手の販売は行っていません。
②「弁護士会支部会館」　Tel. 521-0844
　①と同じく印紙・切手の販売は行っていません。
③「熊谷郵便局」　Tel. 521-3400
　印紙・切手の販売のほか，本局ですので内容証明郵便の発
送も可能です。
【官公庁】
④「検察庁」　Tel. 521-0146
　刑事記録の閲覧が可能です。謄写は，申請をしたうえで，
さいたま地方検察庁厚生会で受け取るか，ゆうパックでの送
付をお願いすることになります。以前1階にあった法務局は
移転しました。
【食事】
⑤「ヴァン・テ・アン」（カフェ）
　Tel. 525-4735　熊谷駅から徒歩1分。
　3時までのランチタイムには5種類のメニューがあります。
⑥「田舎っぺうどん」（うどん）　Tel. 526-9223
　こしのある太い麺が特徴です。きんぴらがおすすめです。
⑦「カフェレストラン喜多坊」（レストラン）　Tel. 527-6570
　熊谷郵便局の真向かいです。
　ボリューム満点のランチメニューです。

⑧「劔持」（うなぎ）　Tel. 525-4645
　2階に座敷があり，ゆっくりできます。
⑨「タンドールキッチン」（インド料理）　Tel. 527-1601
　本格派インドカレーの店です。日替りのランチメニューが
あります。
⑩「八木橋」　Tel. 523-1111（代）
　国道沿いのデパートです。7階にレストラン街があります。

※注：丸数字は，地図に対応します。
（丸数字の無いものは地図上の記載がありません。）
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※注：丸数字は，地図に対応します。
（丸数字の無いものは地図上の記載がありません。）

さいたま地方・家庭裁判所秩父支部
〒368-0035　秩父市上町2-9-12　Tel. 22-0226
秩父市外局番〔0494〕
【官公庁】
①「裁判所」　Tel. 22-2319
　西武秩父駅，御花畑駅から徒歩10分。
　記録の謄写は，「物件閲覧室」のコ
ピー機の利用が可能です。詳細は書記
官にお問い合わせください。
②「秩父上町郵便局」　Tel. 23-1043
③「検察庁」　Tel. 22-0776
※「法務局」　Tel. 22-0827
　裁判所より車で10分ほどの所にあり
ます。
【食事】
④「シャンドフルール」（洋食）
　Tel. 22-9150
　ランチメニューがあります。
⑤「菊鮨」（すし）　Tel. 24-8118
　橋本ビル1階
　ランチメニューがあります。
　「コーヒーたき」　Tel. 23-0905
⑥「武蔵屋」（そば）　Tel. 22-4488
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　西武秩父駅仲見世通り内。
⑦「矢尾デパート」　Tel. 24-8080（代）
　5階にレストランがあります。
⑧「ミンミン」（中華料理）　Tel. 22-4330



さいたま地方・家庭裁判所川越支部
〒350-8531　宮下町2-1-3

地裁　Tel. 225-3500

家裁　Tel. 225-3560

川越市外局番〔049〕

【印紙・切手・コピー，記録謄写等】

①「埼玉弁護士会川越支部」　Tel. 225-4279，Fax. 226-4696

　宮下町2-1-2福田ビル1階

　裁判所の隣のビルです。コピー・ファクシミリなどが利用できます。

裁判記録の謄写も依頼できます。郵送の場合は委任状を同封して依

頼してください。印紙・切手の販売はしていません。また，弁護士

会では第1回公判前の刑事事件の記録，刑事確定事件記録等検察庁

にある記録の謄写はできません。このような場合は川越で謄写業務

を営んでいる「小林謄写」（Tel. 224-3274）に依頼すれば謄写できます。

②「三村眸曲店」　Tel. 222-1862　宮下町1-4-4

　裁判所内には印紙・切手が販売されていません。近くの印紙・

切手の売店です。看板が出ていませんが，裁判所の前の道を市役

所方向に行くと，店の前に郵便ポストがありますので目印にして

ください。切手は予めセットしてありますので，訴状用と言えば

必要な分を渡してくれます。

③「セブンイレブン川越宮下店2丁目店」　Tel. 223-7715　宮下町2-4-1

　裁判所に一番近いコンビニエンスストアーです。印紙・切手も

販売しています。

④川越元町郵便局　Tel. 224-2494

　元町2-2-3バス停「札の辻」の前にあります。

【官公庁】

⑤「さいたま地方裁判所川越支部・川越簡裁，さいたま家庭裁判

所川越支部」　Tel. 225-3500，Fax. 225-9380（民事）　宮下町2-1-3

　JR・東武東上線川越駅東口より東武バスで神明町車庫行きなど，

喜多町下車徒歩3分。

　印紙・切手の売店，食堂，謄写の店は裁判所内にはありません。

また，遅刻等のため裁判所に急ぐ場合（東上線の場合）には川越

駅で下車するより，1つ先の川越市駅まで出てタクシーで行った

ほうがいいと思います（川越駅周辺の交通が混雑するためです）。

⑥「さいたま地方検察庁川越支部・川越区検察庁」

　Tel. 222-1001　宮下町2-1-3

⑦「川越警察署」　Tel. 224-0110　大仙波410-1

　かつては川越駅に西口から徒歩5分くらいの場所にありましたが，

現在では徒歩ではちょっと遠い場所へ移転してしまいました。距離

は川越駅，本川越駅のいずれからでもタクシーで10分ほどです。

⑧「川越公証役場」　Tel. 224-9454　新富町2-22

　西武新宿線本川越駅前の八十二銀行ビルにあります。

【食事・喫茶】

　裁判所内及び近所で食事をすることができる場所としては，

⑨ラーメン屋「十八番」　Tel. 225-4171　宮下町1-4-10

⑩喫茶房「しのん」　Tel. 222-7387　宮下町1-1-4

⑪「初音屋」　Tel. 222-0036　元町1-9-8

　割烹のお店です。昼食時もカウンター席で定食などを食べるこ

とができます。

⑫「幸すし」　Tel. 224-0333　元町1-13-7

　ちょっと高級感のあるすし屋です。昼食時もカウンター席でお

寿司を食べることができます。

⑬喫茶店「セブン」　Tel. 222-0864　元町1-12-3

　喫茶店ですが，昼は各種定食を食べることができます。特にメ

ンチカツ定食が名物です。

　川越のうなぎ店で有名なのが，

⑭「いちのや」　Tel. 222-0354　松江町1-18-10

⑮「小川菊（おがぎく）」　Tel. 222-0034　仲町3-22

⑯「小川藤（おがとう）」　Tel. 222-0643　松江町2-3-1

【宿泊施設】

⑰「佐久間旅館」　Tel. 224-0012　松江町2-5-4

　有名な老舗旅館です。

⑱「川越プリンスホテル」　Tel. 227-1111　新富町1-22

　本川越駅と接続しており，便利な場所にあります。ホテル内に

は中華，和食，フランス料理のレストラン，バーなどがあります。

⑲「川越東武ホテル」　Tel. 225-0111　脇田町29-1

　川越駅から徒歩5分です。ホテル内にはフランス料理のレスト

ラン，バーなどがあります。

【見所】

⑳「菓子屋横丁」

　昔懐かしいあめ玉，駄菓子，せんべい，芋ドーナツなどが売っ

ています。裁判所から10分程度のところにありますので，時間つ

ぶしにでも立ち寄られると結構かと思います。

㉑「蔵造りの町並み」

　最近は観光のための整備がかなりされ，実際，観光客も増えた

ようです。また，町並みの中に，昨年，川越祭りを紹介する祭り

会館も建設されました。

㉒「喜多院」

　五百羅漢，だるま市などが有名です。また，徳川三代目の家光

生誕の間があるなど歴史に興味がある方は必見です。
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※注：丸数字は，地図に対応します。
（丸数字の無いものは地図上の記載がありません。）


